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【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】【児童書】

〒709-0816　岡山県赤磐市下市３２５－１
ＴＥＬ　　086-955-0076
ＦＡＸ　　086-955-0083
Ｅ-mail：chuo-tosｈo@city.akaiwa.lg.jp

赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

『岡山シーガルズ』は、赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動し　

活躍中です。そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの１冊”を

ご紹介します☆

　は休館日　　開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

　は休館日　　８月の開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

　　　　　　　９月の開館時間 ： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで
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　は休館日　　開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

【７月】
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☆ 今回ご紹介するのは、背番号２３番の 前田明里 選手!! ☆ 

岡山で発見したことは「人柄がやさしい、知らない人でも声をかけて 

くれる人が多い」という前田明里選手の「おすすめの一冊」です☆ 

【前田明里選手 背番号２３*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】 

おすすめの本  「風が強く吹いている」   三浦しをん／著  

おすすめの一言   

 幼い頃から正月に観ている箱根駅伝は、自分もスポーツを 

する中で多くの共通部分を感じます。 

  好きなことに真面目に打ち込んでいいのだと改めて教えてく 

れる本です。 

 なぜ子どもたちに絵本を読むことが大切なのかというお話から、絵本の持ち方や 

読み方、選び方などボランティアとしての基礎知識を一緒に身につけていきます。 

 これから読み聞かせを始めたい人、基本を振り返り、絵本選び・プログラム作りの 

ヒントがほしい人もぜひご参加ください。  

【第１弾】   

  ・第 １ 回 ： ６ 月 １９ 日 （水） １０：３０～１２：００ 

         「おはなしの世界と子ども達・読み聞かせのポイント」 

  ・第 ２ 回 ： ６ 月 ２６ 日 （水） １０：３０～１２：００ 

         「実際に読んでみよう。大型紙芝居の実演」 

  ◆場所：中央図書館 １階 多目的ホール 

  ◆講師：磯部 珠枝さん（おはなしボランティア「積み木の会」） 

  ◆定員：３０人（先着順） 

 

【第２弾】 

  ・特別編：７ 月 ３ 日 （水） １０：００～１２：００ 

        「ペープサートをつくろう・金のおの銀のおの」 

      子どもたちが大好きなペープサート（紙人形）。だれでも簡単に作ることができます。 

   みんなが知っているお話「金のおの銀のおの」のペープサートを演じて、子どもと一緒に 

   おはなしを楽しみましょう！ 

  ◆場所：中央図書館 １階 多目的ホール 

  ◆講師：藤定 良子さん（人形劇団おもちゃ箱） 

  ◆定員：２０人（先着順） 
 

【参加申込について】  ◆参加費無料◆ 

    ６月１日（土）午前１１時から 中央図書館 で受け付けします。 

   お電話でのお申込みもできます。（電話：０８６－９５５－００７６） 

   申し込みは、第１弾と第２弾、それぞれで受け付けます。 

  ●第１弾・・・先着３０人   ●第２弾・・・先着２０人 

   ※託児希望の人は、申し込みの際にお知らせください。 

   （託児受け付けは各回５人までとなります。） 
 
 

 
 

    

    ※赤磐市立図書館で借りた資料（図書や視聴覚資料）をお近くの協力施設の窓口で 

        返却していただけるサービスです。 

    ※返却受付は協力施設の開館時間のみです。 （返却ポストはありません。） 

    ※返却できるのは赤磐市立図書館所蔵の資料のみです。 

    ※貸出期間の延長手続きなどはできません。 

手続きはとても簡単!! 

どうぞご利用ください

返却するには・・・ 

① 返却したい図書などをお近くの協力施設窓口へ持っていく。 

② 「資料返却票」に氏名、返却冊数などの必要事項を記入する。 

③ 返却したい図書などと返却票を窓口に渡す。 

＜返却できる協力施設＞ （☆＝新規協力施設） 

   ・山陽公民館 （赤磐市山陽1丁目10） 

   ・高月公民館 （赤磐市穂崎848-1） 

   ・西山公民館 （赤磐市西中220-1） 

   ・笹岡公民館 （赤磐市坂辺9） 

  ☆桜が丘いきいき交流センター（赤磐市桜が丘東5-5-391） 

  ☆仁堀出張所（赤磐市仁堀中1684-1） 

【新着図書情報】平成３１年４月１１日～令和元年５月９日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

159.4キ
天才を殺す凡人　－職場の人間関係に悩む、すべての人

へ－ 北野　唯我 Ｆアオ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人

159.7バ ７０歳のたしなみ 坂東　眞理子 Ｆアカ 白魔の塔 三津田　信三

281.0オ ざんねんな武将たち 大友　宗哉 Ｆアカ 戦神 赤神　諒

291.7オ２０ 大人の日帰り旅　２０２０　－中国・四国－ Ｆアラ この橋をわたって 新井　素子

336.1サ
数字で話せ　－文系人間がＡＩ時代を生き抜くための「伝え

る技術」－ 斎藤　広達 Ｆアラ 神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山　徹

336.2ハ ５分間逆算仕事術 長谷川　孝幸 Ｆイサ シーソーモンスター 伊坂　幸太郎

336.3ア ＴＨＥ　ＴＥＡＭ５つの法則 麻野　耕司 Ｆイシ 不老虫 石持　浅海

336.4ホ 心をつかむ！新しいビジネスマナーの基本 北條　久美子 Ｆイヌ 心音 乾　ルカ

336ヨ
よくわかる社会人の基礎知識　－マナー・文書・仕事のキ

ホン－ 岡野　絹枝 Ｆウエ 帝国ホテル建築物語 植松　三十里

367.3へ 平成家族　－理想と現実の狭間で揺れる人たち－ 朝日新聞取材班 Ｆウエ リラと戦禍の風 上田　早夕里

369.3イ “今”からできる！日常防災－心配が安心に変わる！－ 永田　宏和 Fカブ 見えない轍－心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ－ 鏑木　蓮

369.4ト
その子の「普通」は普通じゃない　－貧困の連鎖を断ち切

るために－ 富井　真紀 Fキタ 運転者　－未来を変える過去からの使者－ 喜多川　泰

375.9ハ 教科書から消える！？偉人たち 初田　景都 Ｆクラ 作家の人たち 倉知　淳

481.7モ もうどく水族館　－水中＆水辺の“毒”生物大集合！－ サンシャイン水族館 Ｆササ 転生 笹本　稜平

486コ 昆虫たちのやばい生き方図鑑 須田　研司 Ｆシマ 人類最年長 島田　雅彦

488.1ニ 日本の渡り鳥観察ガイド 矢崎　理之 Ｆショ アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也

498.58サ
さば缶で糖質オフの晩ごはんダイエット　－１日１缶でやせ

る！－ 白澤　卓二 Ｆシン ポルシェ太郎 羽田　圭介

498.58ス 不調女子のカラダよろこぶ栄養ＢＯＯＫ 杉山　明美 Ｆシン おまえの罪を自白しろ 真保　裕一

498.58タ
免疫力アップ！いのちの野菜スープ

　　　　　　　　　　　　　　　　　－ハーバード大学式－ 高橋　弘 Ｆツカ バシレウス　－呂不韋伝－ 塚本　青史

547.4ニ 図解まるわかりサーバーのしくみ 西村　泰洋 Ｆツネ 白昼夢の森の少女 恒川　光太郎

589.7カ 私の好きな文房具の秘密 菅　未里 Ｆツボ 探偵はぼっちじゃない 坪田　侑也

591イ
行列のできる人気女性ＦＰが教えるお金を貯める守る増や

す超正解３０ 井澤　江美 Ｆテラ 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな

596.2ア
ふだんの洋食　－レシピを見ないで作れるようになりましょ

う。－ 有元　葉子 Ｆドウ 帰還 堂場　瞬一

596ト
子どもと楽しむ季節のスープ　－あついスープはあついう

ちに、つめたいスープはつめたいうちに－ 東條　真千子 Ｆナカ サバティカル 中村　航

626.9チ
超図解野菜の生育診断＆回復裏ワザ

　　　　　　　　　　　　　　　　－プロが教える－
『やさい畑』菜園クラブ Ｆナナ６ ドＳ刑事（デカ）〔６〕　井の中の蛙大海を知らず殺人事件 七尾　与史

627.8ト 苔で楽しむテラリウム　－素敵な３２の作品例－ 富沢　直人 Ｆニキ ていん島の記 仁木　英之

645.7イ 見上げてごらん、朝のネコを 岩合　光昭 Ｆハマ ブルー 葉真中　顕

673.3フ
営業の問題地図　－「で、どこから変える？」いつまで経っ

ても成長しない営業マンと営業チーム 藤本　篤志 Ｆハラ おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香

726.6ニ チックタック～約束の時計台～ にしの　あきひろ Ｆヒワ チャイムが鳴った　－Ｓａｆｅ　ａｎｄ　ｓｏｕｎｄ－ 日和　聡子

748ス クラゲ水族館ＢＯＯＫ 鈴木　朱紀子 Ｆフカ 第四の暴力 深水　黎一郎

754.9オ
折り紙でつくる箱と袋もの

　　　　　　　　　　－ふだん使いに、贈りものに－ 金杉　登喜子 Ｆフク キボウのミライ 福田　和代

766.1キ
ドナルド・キーンのオペラへようこそ！　－われらが人生の

歓び－
ドナルド・キーン Ｆフジ 指名手配作家 藤崎　翔

780.7ヤ
子どもとスポーツのイイ関係　－「苦手・嫌いが「得意・好

き」に変わるコーチングの極意－ 山田　ゆかり Ｆフジ 淀川八景 藤野　恵美

809.2ヤ
大人の伝え方ノート　－一言で「人間関係」はガラッと変わ

る！－ 矢野　香 Ｆフル 偽りの春　－神倉駅前交番狩野雷太の推理－ 降田　天

810.4ヤ
一字違いの語彙力　－肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？

若干？－ 山口　謠司 Ｆホウ 美しい顔 北条　裕子

816カ
人もお金も動かす超スゴイ！文章術　－カンタンなのに、

結果が変わる２４のテクニック－ 金川　顕教 Ｆミカ 同潤会代官山アパートメント 三上　延

914.6ヤ 昭和よ、 山藤　章二 Ｆミヤ 偶然の聖地 宮内　悠介

916コ
キラッキラの君になるために

　　　　　　　　　　　　　－ビリギャル真実の物語－ 小林　さやか Ｆミヤ 友達未遂 宮西　真冬

923.7チ ディオゲネス変奏曲 陳　浩基 Ｆヤノ 朝嵐 矢野　隆

933.7サ 翼ある歴史　－図書館島異聞－ ソフィア・サマター Ｆユズ マジカルグランマ 柚木　麻子

933.7ス ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン Ｆユズ 検事の信義 柚月　裕子

933.7ダ 路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック B293.7ウ イタリア発イタリア着 内田　洋子

933.7フ ピュリティ ジョナサン・フランゼン BFカキ 夫の墓には入りません 垣谷　美雨

949.8マ イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル BFコス 宵の凶星（まがぼし） 小杉　健治

953.7コ 三つ編み レティシア・コロンバニ BFツジ 本所の女 辻堂　魁

989.5べ 湖 ビアンカ・ベロヴァー BFワダ さくら坂の未来（さき）へ 和田　はつ子
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「博士の愛した数式」  
 小泉 尭史/監督、脚本 

          （DVD） 

【内容紹介】 
 80分しか記憶がもたない天才数学博士と

家政婦とその10歳の息子。驚きと歓びに満

ちた日々が始まった。第1回本屋大賞に輝く

大ベストセラーの映画化。 

 
 

「5分後に誰も死なない涙のラスト」 
 エブリスタ／編（Y913ゴ） 

 

 

【内容紹介】 
  別れ、絆、友情、思い出・・・。「もしも

最愛のあなたとの約束を守ったとしたら」

「渡せなかったプレゼント」など、心温まる

感動の超短編小説9作を収録。 

 

 
 

「笑う回文教室」 
 せとちとせ／著（807.9セ） 

 

【内容紹介】         

 「ウイと言う」「竹筒、見つづけた」

「たまにガニマタ」…。みんなで回文をつ

くってみよう！切れ味シャープなオリジナル

作品を楽しい絵とともに紹介しながら、つく

り方のコツを伝授する。 

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 
 

「タイヤさん」 

  長田 真作／著（Ｅ ナ アカ） 
 

【内容紹介】 
     とても紳士なタイヤさんは、錆びないよ

うに 部品たちにオイルをかけてあげます。

走るとコ ンドルより遅いですが、転がると

チーターより速くて…。読み聞かせにピッタ

リな、子どもも喜ぶ元気な絵本。 

【児童書】

〒709-0816　岡山県赤磐市下市３２５－１
ＴＥＬ　　086-955-0076
ＦＡＸ　　086-955-0083
Ｅ-mail：chuo-tosｈo@city.akaiwa.lg.jp

赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

『岡山シーガルズ』は、赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動し　

活躍中です。そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの１冊”を

ご紹介します☆

　は休館日　　開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

　は休館日　　８月の開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

　　　　　　　９月の開館時間 ： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで
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　は休館日　　開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

【７月】
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６月１日（土）～６月３０日（日） 

写真展示 ： あかいわの”花と生きもの” 
 

写真撮影 ： 小野 祐治 さん （赤磐市在住） 

 巡りくる赤磐の季節の中で、華やかに、可憐に咲く花の 
 

数々。その花とともに暮らし、心通わし、安住する生きも 
 

のたちの姿をご紹介します。 
 

  花と生きものたちの囁きに耳をすませてください！ 

 

【新着図書情報】平成３１年４月１１日～令和元年５月９日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

159.4キ
天才を殺す凡人　－職場の人間関係に悩む、すべての人

へ－ 北野　唯我 Ｆアオ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人

159.7バ ７０歳のたしなみ 坂東　眞理子 Ｆアカ 白魔の塔 三津田　信三

281.0オ ざんねんな武将たち 大友　宗哉 Ｆアカ 戦神 赤神　諒

291.7オ２０ 大人の日帰り旅　２０２０　－中国・四国－ Ｆアラ この橋をわたって 新井　素子

336.1サ
数字で話せ　－文系人間がＡＩ時代を生き抜くための「伝え

る技術」－ 斎藤　広達 Ｆアラ 神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山　徹

336.2ハ ５分間逆算仕事術 長谷川　孝幸 Ｆイサ シーソーモンスター 伊坂　幸太郎

336.3ア ＴＨＥ　ＴＥＡＭ５つの法則 麻野　耕司 Ｆイシ 不老虫 石持　浅海

336.4ホ 心をつかむ！新しいビジネスマナーの基本 北條　久美子 Ｆイヌ 心音 乾　ルカ

336ヨ
よくわかる社会人の基礎知識　－マナー・文書・仕事のキ

ホン－ 岡野　絹枝 Ｆウエ 帝国ホテル建築物語 植松　三十里

367.3へ 平成家族　－理想と現実の狭間で揺れる人たち－ 朝日新聞取材班 Ｆウエ リラと戦禍の風 上田　早夕里

369.3イ “今”からできる！日常防災－心配が安心に変わる！－ 永田　宏和 Fカブ 見えない轍－心療内科医・本宮慶太郎の事件カルテ－ 鏑木　蓮

369.4ト
その子の「普通」は普通じゃない　－貧困の連鎖を断ち切

るために－ 富井　真紀 Fキタ 運転者　－未来を変える過去からの使者－ 喜多川　泰

375.9ハ 教科書から消える！？偉人たち 初田　景都 Ｆクラ 作家の人たち 倉知　淳

481.7モ もうどく水族館　－水中＆水辺の“毒”生物大集合！－ サンシャイン水族館 Ｆササ 転生 笹本　稜平

486コ 昆虫たちのやばい生き方図鑑 須田　研司 Ｆシマ 人類最年長 島田　雅彦

488.1ニ 日本の渡り鳥観察ガイド 矢崎　理之 Ｆショ アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也

498.58サ
さば缶で糖質オフの晩ごはんダイエット　－１日１缶でやせ

る！－ 白澤　卓二 Ｆシン ポルシェ太郎 羽田　圭介

498.58ス 不調女子のカラダよろこぶ栄養ＢＯＯＫ 杉山　明美 Ｆシン おまえの罪を自白しろ 真保　裕一

498.58タ
免疫力アップ！いのちの野菜スープ

　　　　　　　　　　　　　　　　　－ハーバード大学式－ 高橋　弘 Ｆツカ バシレウス　－呂不韋伝－ 塚本　青史

547.4ニ 図解まるわかりサーバーのしくみ 西村　泰洋 Ｆツネ 白昼夢の森の少女 恒川　光太郎

589.7カ 私の好きな文房具の秘密 菅　未里 Ｆツボ 探偵はぼっちじゃない 坪田　侑也

591イ
行列のできる人気女性ＦＰが教えるお金を貯める守る増や

す超正解３０ 井澤　江美 Ｆテラ 夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな

596.2ア
ふだんの洋食　－レシピを見ないで作れるようになりましょ

う。－ 有元　葉子 Ｆドウ 帰還 堂場　瞬一

596ト
子どもと楽しむ季節のスープ　－あついスープはあついう

ちに、つめたいスープはつめたいうちに－ 東條　真千子 Ｆナカ サバティカル 中村　航

626.9チ
超図解野菜の生育診断＆回復裏ワザ

　　　　　　　　　　　　　　　　－プロが教える－
『やさい畑』菜園クラブ Ｆナナ６ ドＳ刑事（デカ）〔６〕　井の中の蛙大海を知らず殺人事件 七尾　与史

627.8ト 苔で楽しむテラリウム　－素敵な３２の作品例－ 富沢　直人 Ｆニキ ていん島の記 仁木　英之

645.7イ 見上げてごらん、朝のネコを 岩合　光昭 Ｆハマ ブルー 葉真中　顕

673.3フ
営業の問題地図　－「で、どこから変える？」いつまで経っ

ても成長しない営業マンと営業チーム 藤本　篤志 Ｆハラ おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香

726.6ニ チックタック～約束の時計台～ にしの　あきひろ Ｆヒワ チャイムが鳴った　－Ｓａｆｅ　ａｎｄ　ｓｏｕｎｄ－ 日和　聡子

748ス クラゲ水族館ＢＯＯＫ 鈴木　朱紀子 Ｆフカ 第四の暴力 深水　黎一郎

754.9オ
折り紙でつくる箱と袋もの

　　　　　　　　　　－ふだん使いに、贈りものに－ 金杉　登喜子 Ｆフク キボウのミライ 福田　和代

766.1キ
ドナルド・キーンのオペラへようこそ！　－われらが人生の

歓び－
ドナルド・キーン Ｆフジ 指名手配作家 藤崎　翔

780.7ヤ
子どもとスポーツのイイ関係　－「苦手・嫌いが「得意・好

き」に変わるコーチングの極意－ 山田　ゆかり Ｆフジ 淀川八景 藤野　恵美

809.2ヤ
大人の伝え方ノート　－一言で「人間関係」はガラッと変わ

る！－ 矢野　香 Ｆフル 偽りの春　－神倉駅前交番狩野雷太の推理－ 降田　天

810.4ヤ
一字違いの語彙力　－肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？

若干？－ 山口　謠司 Ｆホウ 美しい顔 北条　裕子

816カ
人もお金も動かす超スゴイ！文章術　－カンタンなのに、

結果が変わる２４のテクニック－ 金川　顕教 Ｆミカ 同潤会代官山アパートメント 三上　延

914.6ヤ 昭和よ、 山藤　章二 Ｆミヤ 偶然の聖地 宮内　悠介

916コ
キラッキラの君になるために

　　　　　　　　　　　　　－ビリギャル真実の物語－ 小林　さやか Ｆミヤ 友達未遂 宮西　真冬

923.7チ ディオゲネス変奏曲 陳　浩基 Ｆヤノ 朝嵐 矢野　隆

933.7サ 翼ある歴史　－図書館島異聞－ ソフィア・サマター Ｆユズ マジカルグランマ 柚木　麻子

933.7ス ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン Ｆユズ 検事の信義 柚月　裕子

933.7ダ 路地裏の子供たち スチュアート・ダイベック B293.7ウ イタリア発イタリア着 内田　洋子

933.7フ ピュリティ ジョナサン・フランゼン BFカキ 夫の墓には入りません 垣谷　美雨

949.8マ イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル BFコス 宵の凶星（まがぼし） 小杉　健治

953.7コ 三つ編み レティシア・コロンバニ BFツジ 本所の女 辻堂　魁

989.5べ 湖 ビアンカ・ベロヴァー BFワダ さくら坂の未来（さき）へ 和田　はつ子
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