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〒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】

『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
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☆ 今回ご紹介するのは、背番号１番の𠮷田みなみ 選手!! ☆

「白桃アイスクリームは夏に必ず食べます！」とお気に入りの食べ物を

教えてくれた𠮷田みなみ選手の「おすすめの一冊」です☆

【𠮷田みなみ 背番号１*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 「誰か」 宮部みゆき／著

おすすめの一言

会社の広報室で働く杉村三郎が、ある相談を受けたことから始

まるミステリー。彼は後に私立探偵となり、事件解決へと本格的に

動き出します。”誰か”から始まる杉村三郎シリーズ、是非全

巻読んでもらいたいです！
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　このケースは、赤磐市にお住いの方や、赤磐市に

ゆかりのある方、グループの方の作品やコレクションを

展示して来館される方の目を楽しませています。

　お一人でも、グループでも、ご家族でもOKです。
随時展示作品を募集していますので、カウンターの
職員までお申し出ください。

【新着図書情報】令和元年５月１６日～令和元年６月６日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.9サ 小説という毒を浴びる　－桜庭一樹書評集－ 桜庭　一樹 Fアキ マチのお気楽料理教室 秋川　滝美

124.2グ ぐでたま　老子に学ぶ 守屋　洋 Fアサ 御徒町カグヤナイツ 浅原　ナオト

159シ 年齢は捨てなさい 下重　暁子 Fアマ もののふの国 天野　純希

159タ きっと明日はいい日になる 田口　久人 Fイガ アンサーゲーム 五十嵐　貴久

210.0イ 笑う日本史 伊藤　賀一 Fウエ キュー 上田　岳弘

334.4ム
日本の異国　－在日外国人の知られざる日常

－ 室橋　裕和 Fエク 彼女たちの場合は 江國　香織

345ニ
日本一やさしい税法と税金の教科書　－知識ゼロからでも

スラスラわかる－ 西中間　浩 Fオク 魔法がとけたあとも 奥田　亜希子

351ホ なぜ、男子は突然、草食化したのか 本川　裕 Fオノ ライフ 小野寺　史宜

361.4ヒ 人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森　良子 Fカタ あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡　翔

366.8ナ
移民解禁　－受け入れ成功企業に学ぶ外国人材活用の鉄

則－ 永井　隆 Fカネ アタラクシア 金原　ひとみ

367.4ゴ ５０歳から結婚してみませんか？ スローマリッジ取材班 Ｆカワ 百花 川村　元気

367.4サ 日本婚活思想史序説　－戦後日本の「幸せになりたい」－ 佐藤　信 Ｆキノ 金剛の塔 木下　昌輝

367.7ホ ちょこっとずぼら老後の楽ちん片付け術 保坂　隆 Fコマ 誰そ彼の殺人 小松　亜由美

457.8ツ 知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち 土屋　健 Fササ 織田一の男、丹羽長秀 佐々木　功

491.32ケ 血液型でわかるかかりやすい病気と対策 久住　英二 Fサノ ぼくの鳥あげる 佐野　洋子

491イ へんてこりんな人間図鑑　－びっくりして、おもしろい！－ 岩谷　圭介 Fシモ 刑事の慟哭 下村　敦史

498.3カ
鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」　－７０歳、医師の僕

がたどり着いた－ 鎌田　實 Ｆセナ 魔法を召し上がれ 瀬名　秀明

498.58ク やせる出汁　－１日１杯飲むだけダイエット－ 工藤　孝文 Fタナ ひよこ太陽 田中　慎弥

519プ プラスチック・フリー生活　－今すぐできる小さな革命－ シャンタル・プラモンドン Fタニ めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵

523.1ツ リノベーショ ン名建築の旅　－古いのに新しい！－ 常松　祐介 Fツカ 或るエジプト十字架の謎 柄刀　一

548.3ニ 超ロボット化社会　－ロボットだらけの未来を賢く生きる－ 新山　龍馬 Ｆツキ 悪の五輪 月村　了衛

590サ 家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子 Fドウ 動乱の刑事 堂場　瞬一

596.6タ パウンドケーキの本 田中　博子 Fナカ 笑え、シャイロック 中山　七里

596イ あなたの知らないレトルトカレーのアレンジレシピ 一条　もんこ Ｆナカ 夢見る帝国図書館 中島　京子

596タ 夏めし１００　－さっぱり＆スパイシー－ 高橋　雅子 Ｆナシ 椿宿の辺りに 梨木　香歩

597.5オ 収納が、ない！ おさめ　ますよ Fニシ 目撃 西村　健

629.7フ
街路樹が都市をつくる　　－東京五輪マラソンコースを歩い

て－ 藤井　英二郎 Fニタ 育休刑事　－My father is a detective－ 似鳥　鶏

645.6シ おじいわんソーヤ 東雲　鈴音 Fハム 暁天の星 葉室　麟

645.6ハ くぅとしの　－認知症の犬しのと介護猫くぅ－ 晴 Fハラ 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ

673.9イ しょぼい喫茶店の本 池田　達也 Fヒサ 限界病院 久間　十義

724.4タ 楽しくすてきにはじめての水彩スケッチ草花とあそぶ 田代　知子 Fマサ ゆりかごに聞く まさき　としか

759ツ
日本懐かし駄玩具大全　－定番系からレアものまで昭和な

味わい超満載！！－ 堤　哲哉 Fマタ 仏陀の小石 又吉　栄喜

780.7モ おサボり筋トレ 森谷　敏夫 Fマリ 初恋さがし 真梨　幸子

804ホ 本にまつわる世界のことば 温　又柔 Fムラ トロイメライ 村山　早紀

910.2サ 平安ガールフレンズ 酒井　順子 Ｆモリ 火神子 森山　光太郎

911.4サ サラリーマン川柳くらだし傑作選 やく　みつる Fモロ 旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子

912.6ケ キネマと恋人
ケラリーノ・サンドロ

ヴィッチ Fモン 追憶の杜 門田　充宏

914.4ナ 悩みがニャくなる徒然草 Fヤク 蒼色の大地 薬丸　岳

914.6ソ 介護の流儀　－人生の大仕事をやりきるために－ 曾野　綾子 Fヤマ つみびと 山田　詠美

914.6ハ 女はいつも四十雀 林　真理子 Fユウ 君の××を消してあげるよ 悠木　シュン

929.1ハ 回復する人間 ハン　ガン B159ニ 夜、眠る前に読むとほろりと泣けてくるいい話３３ 西沢　泰生

933.7ジ 海の乙女の惜しみなさ デニス・ジョンソン B290.9カ 探検家の事情 角幡　唯介

933.7ト モスクワの伯爵 エイモア・トールズ B470イ すごすぎる雑草　－「ぱっと見」では気づかない－ 岩槻　秀明

933.7フ ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー B488.6ミ 人生を変えてくれたペンギン　－海辺で見つけた日－ トム・ミッチェル

943.7タ 国語教師
ユーディド・W．タシュ

ラー B914.6サ ひとりずもう さくら　ももこ

953.7ン 三人の逞しい女 マリー・ンディアイ B914.6サ 洗えば使える泥名言 西原　理恵子

図書館の本を借りた時に、破れているページを見つけたり、誤って破れてしまったことありませんか？

そんな時は必ず、図書館職員に「破れていました」または「誤って破ってしまいました」と知らせて

ください。ご自身で、セロテープを貼って直したりしないでください。

セロテープを貼ってしまうと、貼った部分が劣化したり、剝がれやすくなり、傷みの原因になって

しまいます。修理には修理専用のテープやのりで修理を行わないときれいに直りません。

ご協力をよろしくお願いします。

現在、図書館の本への書き込みが増えています。

マーカーで線が引っ張ってあったり、クロスワードなどへの書き込み、自分が読んだものにチェックを

つけたりなど、大人向けの本で書き込みが多発しています。

ペンだけではなく、鉛筆での書き込みも跡が残り、本を傷めます。

図書館の本は、たくさんの方が利用するものです。書き込みはしないでください。

また、そのような書き込みを発見された場合は、図書館職員へ知らせてください。

※令和元年４月１日～５月３１日

順位 タイトル 著者 出版社 請求番号

1 一切なりゆき（樹木希林のことば） 樹木希林 文藝春秋 778.2　キ

愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社 F　ミウ

傲慢と善良 辻村　深月 朝日新聞出版 F　ツジ

ひと 小野寺　史宣 祥伝社 F　オノ

虚ろな十字架 東野　圭吾 光文社 F　ヒガ

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 F　セオ

沈黙のパレード（［ガリレオ］　［９］） 東野　圭吾 幻冬舎 F　ヒガ

人魚の眠る家 東野　圭吾 幻冬舎 F　ヒガ

陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕　獏 文藝春秋 F　ユメ

樹木希林１２０の遺言（死ぬときぐらい好きにさせてよ） 樹木希林 宝島社 778.2　キ

機捜２３５（MOBILE INVESTIGATION UNIT 235) 今野　敏 光文社 F　コン

2

5

9
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「 マンマ・ミーア 」
フィリダ・ロイド/監督、（DVD）

【内容紹介】
エーゲ海の小島で母親ドナと暮らすソフィは

父親を知らない。２０歳で結婚を決意した彼

女の夢は、父親とバージンロードを歩くこと。

ドナの日記から３人の父親候補を知ったソ

フィは、ドナに内緒でそれぞれに式の招待状

「 この数学、いったいいつ使うことになる

の？」

Hａｌ Ｓａｕｎｄｅｒｓ ／著，森 園子/

訳（Y410）

【内容紹介】
数学の内容は、社会のどのような場面で利

用され、活用されているのか。さまざまな職

業に結びつけた分数、百分率、体積・容積、

一次方程式などの問題を多数収録。身近なと

「ヘンな名湯」
岩本 薫 ／著（291.0イ）

【内容紹介】

車の整備工場や電気屋さんにある温泉、

廃墟にしか見えないところにある温泉、白装

束のマネキンが立っている怪しげな宗教施設

の祭壇の裏にある温泉…。日本全国のおおも

しろ温泉３１湯を紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「日本カエル探検記」

関 慎太郎／写真・文（４８７セ）

【内容紹介】
カエルを撮り続けてきた著者が感じるカ

エル減少。その理由とは? 日本列島にすむカ

エル全48種のすみかを訪れて観察し、減っ

た理由を探ってみると…。カエルの生き方や

その魅力、カエルが暮らす水辺環境などを伝

える。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
７月２日（火）～７月３１日（水）

作 品 ： 手 芸

作 者 ： 赤磐市在住の手芸愛好者 さん

今月は手芸作品の展示です。名前を出すのは恥ず

かしいということで、匿名での出品となりました。

6、7年前から趣味で手芸を始められて、仕事の

合間に作品を作られているそうです。作った作品

は知人の方にプレゼントされているそうです。

図書館には手芸の本が沢山ありますので、みなさんも、本

を参考にしながら手芸を始めてみませんか。

【新着図書情報】令和元年５月１６日～令和元年６月６日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.9サ 小説という毒を浴びる　－桜庭一樹書評集－ 桜庭　一樹 Fアキ マチのお気楽料理教室 秋川　滝美

124.2グ ぐでたま　老子に学ぶ 守屋　洋 Fアサ 御徒町カグヤナイツ 浅原　ナオト

159シ 年齢は捨てなさい 下重　暁子 Fアマ もののふの国 天野　純希

159タ きっと明日はいい日になる 田口　久人 Fイガ アンサーゲーム 五十嵐　貴久

210.0イ 笑う日本史 伊藤　賀一 Fウエ キュー 上田　岳弘

334.4ム
日本の異国　－在日外国人の知られざる日常

－ 室橋　裕和 Fエク 彼女たちの場合は 江國　香織

345ニ
日本一やさしい税法と税金の教科書　－知識ゼロからでも

スラスラわかる－ 西中間　浩 Fオク 魔法がとけたあとも 奥田　亜希子

351ホ なぜ、男子は突然、草食化したのか 本川　裕 Fオノ ライフ 小野寺　史宜

361.4ヒ 人づき合いがうまくいく気くばりのコツ 森　良子 Fカタ あなたの右手は蜂蜜の香り 片岡　翔

366.8ナ
移民解禁　－受け入れ成功企業に学ぶ外国人材活用の鉄

則－ 永井　隆 Fカネ アタラクシア 金原　ひとみ

367.4ゴ ５０歳から結婚してみませんか？ スローマリッジ取材班 Ｆカワ 百花 川村　元気

367.4サ 日本婚活思想史序説　－戦後日本の「幸せになりたい」－ 佐藤　信 Ｆキノ 金剛の塔 木下　昌輝

367.7ホ ちょこっとずぼら老後の楽ちん片付け術 保坂　隆 Fコマ 誰そ彼の殺人 小松　亜由美

457.8ツ 知識ゼロでもハマる面白くて奇妙な古生物たち 土屋　健 Fササ 織田一の男、丹羽長秀 佐々木　功

491.32ケ 血液型でわかるかかりやすい病気と対策 久住　英二 Fサノ ぼくの鳥あげる 佐野　洋子

491イ へんてこりんな人間図鑑　－びっくりして、おもしろい！－ 岩谷　圭介 Fシモ 刑事の慟哭 下村　敦史

498.3カ
鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」　－７０歳、医師の僕

がたどり着いた－ 鎌田　實 Ｆセナ 魔法を召し上がれ 瀬名　秀明

498.58ク やせる出汁　－１日１杯飲むだけダイエット－ 工藤　孝文 Fタナ ひよこ太陽 田中　慎弥

519プ プラスチック・フリー生活　－今すぐできる小さな革命－ シャンタル・プラモンドン Fタニ めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵

523.1ツ リノベーショ ン名建築の旅　－古いのに新しい！－ 常松　祐介 Fツカ 或るエジプト十字架の謎 柄刀　一

548.3ニ 超ロボット化社会　－ロボットだらけの未来を賢く生きる－ 新山　龍馬 Ｆツキ 悪の五輪 月村　了衛

590サ 家事のワンオペ脱出術 佐光　紀子 Fドウ 動乱の刑事 堂場　瞬一

596.6タ パウンドケーキの本 田中　博子 Fナカ 笑え、シャイロック 中山　七里

596イ あなたの知らないレトルトカレーのアレンジレシピ 一条　もんこ Ｆナカ 夢見る帝国図書館 中島　京子

596タ 夏めし１００　－さっぱり＆スパイシー－ 高橋　雅子 Ｆナシ 椿宿の辺りに 梨木　香歩

597.5オ 収納が、ない！ おさめ　ますよ Fニシ 目撃 西村　健

629.7フ
街路樹が都市をつくる　　－東京五輪マラソンコースを歩い

て－ 藤井　英二郎 Fニタ 育休刑事　－My father is a detective－ 似鳥　鶏

645.6シ おじいわんソーヤ 東雲　鈴音 Fハム 暁天の星 葉室　麟

645.6ハ くぅとしの　－認知症の犬しのと介護猫くぅ－ 晴 Fハラ 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ

673.9イ しょぼい喫茶店の本 池田　達也 Fヒサ 限界病院 久間　十義

724.4タ 楽しくすてきにはじめての水彩スケッチ草花とあそぶ 田代　知子 Fマサ ゆりかごに聞く まさき　としか

759ツ
日本懐かし駄玩具大全　－定番系からレアものまで昭和な

味わい超満載！！－ 堤　哲哉 Fマタ 仏陀の小石 又吉　栄喜

780.7モ おサボり筋トレ 森谷　敏夫 Fマリ 初恋さがし 真梨　幸子

804ホ 本にまつわる世界のことば 温　又柔 Fムラ トロイメライ 村山　早紀

910.2サ 平安ガールフレンズ 酒井　順子 Ｆモリ 火神子 森山　光太郎

911.4サ サラリーマン川柳くらだし傑作選 やく　みつる Fモロ 旅は道づれきりきり舞い 諸田　玲子

912.6ケ キネマと恋人
ケラリーノ・サンドロ

ヴィッチ Fモン 追憶の杜 門田　充宏

914.4ナ 悩みがニャくなる徒然草 Fヤク 蒼色の大地 薬丸　岳

914.6ソ 介護の流儀　－人生の大仕事をやりきるために－ 曾野　綾子 Fヤマ つみびと 山田　詠美

914.6ハ 女はいつも四十雀 林　真理子 Fユウ 君の××を消してあげるよ 悠木　シュン

929.1ハ 回復する人間 ハン　ガン B159ニ 夜、眠る前に読むとほろりと泣けてくるいい話３３ 西沢　泰生

933.7ジ 海の乙女の惜しみなさ デニス・ジョンソン B290.9カ 探検家の事情 角幡　唯介

933.7ト モスクワの伯爵 エイモア・トールズ B470イ すごすぎる雑草　－「ぱっと見」では気づかない－ 岩槻　秀明

933.7フ ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー B488.6ミ 人生を変えてくれたペンギン　－海辺で見つけた日－ トム・ミッチェル

943.7タ 国語教師
ユーディド・W．タシュ

ラー B914.6サ ひとりずもう さくら　ももこ

953.7ン 三人の逞しい女 マリー・ンディアイ B914.6サ 洗えば使える泥名言 西原　理恵子


