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図書館利用のマナーアップのお願い

〒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☆

☆ 今回ご紹介するのは、背番号３番の 田口絢佳 選手!! ☆

お気に入りの食べ物は「シャインマスカット」という田口絢佳選手の

「おすすめの一冊」です☆

【田口絢佳 背番号３*宮崎県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの本 「フォルトゥナの瞳」 百田尚樹／著

おすすめの一言

半年ほど前に映画化された作品です。映画を観た人も観てない

人も、この本を読んでない方はぜひ読んでみてください。

この世では絶対に有り得ない「他人の死が分かる力」を突然持っ

た男性の葛藤と勇気を感じるラストに心を打たれます。
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皆さまに気持ちよくご利用いただくため、マナーアップにご協力ください。

どれも

マナー違反

です!!

○資料を汚す、壊す、書

き込む
資料は皆さまのものです。

汚損・破損・水濡れなど激し

い場合は弁償をお願いするこ

とがあります。

○返却期限に遅れる
次の利用者のために、

返却期限をお守りくださ

い。返却いただくまで新

たな貸出ができない場合

があります。

○新聞や雑誌を独

占する
お読みになりたい方

は他にもいらっしゃい

ます。ご遠慮ください。

○大きな声ではなす、大き

な音をだす
静かな環境を保ちましょう。

ヘッドホンなどの音量は周囲の

方にご配慮お願いします。

○ものを食べる、

飲む
許可された場所

のみで飲食ができ

ます。ガムやあめ

もご遠慮ください。

○携帯電話をかける、写

真を撮る、充電する
館内ではマナーモードに設

定するか電源を切って、通話

はお控えください。館内およ

び資料の無断撮影、また館内

のコンセントでの充電はご遠

慮ください。

○横になる、寝

る
他に着席したい方

もいらっしゃいます

のでご遠慮ください。

○保護者が子ども

を注意しない
お子さまの監督は、

保護者の方の責任でお

願いします。騒ぐお子

さまには図書館職員が

ご注意させていただく

場合があります。

【新着図書情報】令和元年６月１３日～令和元年７月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

049イ １分で相手を引き寄せる雑談のきっかけ１０００ 話題の達人倶楽部 Ｆアサ 君たちは今が世界（すべて） 朝比奈　あすか

146.8オ 誰もわかってくれない「孤独」がすぐ消える本 大嶋　信頼 Ｆイケ ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤

159サ 斎藤一人の絶対うまくいく 斎藤　一人 Ｆイト 家康謀殺 伊東　潤

210.7レ 令和につなぐ平成の３０年 日本経済新聞社 Fイヌ コイコワレ 乾　ルカ

324.8ス
すぐに役立つ財産管理<信託・成年後見・遺言>の法律知

識と活用法 松岡　慶子 Ｆイヌ 宇賀島水軍伝 乾　浩

361.4イ 「言い返す」技術 五百田　達成 Fイマ むらさきのスカートの女 今村　夏子

367.3タ 気づけない毒親 高橋　リエ Fオオ アナログを愛した容疑者 大倉　崇裕

367.6イ セルフネグレクトと父親 石川　瞭子 Ｆオオ 何度でも、紙飛行機がとどくまで 大城　密

368.7カ 僕とぼく　－妹の命を奪われた「あの日」から－ 川名　壮志 Ｆオカ 大坂の陣 岡田　秀文

369.3タ
ドキュメント豪雨被害

　　　　　　　　－西日本豪雨の被災地を訪ねて－ 谷山　宏典 Ｆオガ あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子

379.7イ やってはいけない暗記術 石井　貴士 Ｆオリ マーチング・ウィズ・ゾンビーズ 折輝　真透

379.9ナ 敏感っ子を育てるママの不安がなくなる本 長岡　真意子 Fカジ とむらい屋颯太 梶　よう子

480.7コ もっと知りたい動物園と水族館 小宮　輝之 Ｆカノ いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子

481.3キ 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村　悦子 Ｆカミ ガラスの城壁 神永　学

488.9オ シマエナガちゃんの日々 小原　玲 Ｆキシ 図書室 岸　政彦

495.47ヤ しゃがむだけ！尿もれ解消法 山田　典子 Ｆクシ ぬるくゆるやかに流れる黒い川 櫛木　理宇

497.9サ １００歳まで自分の歯を残す４つの方法 齋藤　博 Ｆクボ いるいないみらい 窪　美澄

498.3カ 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法 梶本　修身 Fコン 炎天夢 今野　敏

527.1タ ズボラでも暮らしやすい！収納上手な間取り タブチ　キヨシ Ｆサイ 亥子ころころ 西條　奈加

590イ スマホひとつで暮らしたい 飯島　彩香 Ｆサク 緋の河 桜木　紫乃

591オ 「定年後」の“お金の不安”をなくす 大江　英樹 Fササ Ｋ２　－復活のソロ－ 笹本　稜平

593.8ハ はじめてのゆかた 主婦の友社 Fサワ 月人壮士（おとこ） 澤田　瞳子

594.3カ はじめてのレース編み 河合　真弓 Ｆシゲ 旧友再会 重松　清

596.0ア おつまミステリー 浅暮　三文 Fシバ 待ち遠しい 柴崎　友香

596.3イ そうめんの本 市瀬　悦子 Ｆシン カリスマｖｓ. 溝鼠 新堂　冬樹

596.3ツ お豆腐屋さんのとうふレシピ もぎ豆腐店 Ｆタカ 源平の怨霊 高田　崇史

596.6コ 日本の美しいかき氷 小池　隆介 Ｆタナ 大地の歌ごえ たなか　もとじ

597.9モ ナチュラルおそうじ大全 本橋　ひろえ Ｆタマ マタタビ町は猫びより 田丸　雅智

616.2サ だれでもできる小さい田んぼでイネつくり 笹村　出 Ｆトガ 線は、僕を描く 砥上　裕將

645.6ソ それでもがんばる！どんまいな犬と猫図鑑 今泉　忠明 Ｆナカ トランスファー 中江　有里

687.4タ１９ はじめてのマイル入門ガイド　２０１９－２０２０年版 高橋　麻美 Fナガ １１９ 長岡　弘樹

723.0ハ 原田マハの印象派物語 原田　マハ Ｆニレ サリエルの命題 楡　周平

724.4ス 水彩で描く美しい人 大友　義博 Ｆヒガ ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉

780.1キ 筋トレ最高の食事術 川端　理香 Fビト キャバレー ビートたけし

783.8カ 勝つ！ホッケー上達バイブル 天理大学ベアーズ Ｆフジ 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷　治

798ナ 自分ツッコミくま激ムズまちがいさがし ナガノ Ｆフル 百の夜は跳ねて 古市　憲寿

816ミ 文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 三宅　香帆 Ｆマチ 愛が嫌い 町屋　良平

914.6エ 旅ドロップ 江國　香織 Ｆマツ 出身成分 松岡　圭祐

914.6ナ いくつになっても 中野　翠 Ｆミク いかれころ 三国　三千子

914.6ム じじばばのるつぼ 群　ようこ Ｆヨシ 黄色い実 吉永　南央

915.6シ 旅の窓からでっかい空をながめる 椎名　誠 Ｆワタ１ 生のみ生のままで　上 綿矢　りさ

916イ ママは身長１００ｃｍ 伊是名　夏子 Ｆワタ２ 生のみ生のままで　下 綿矢　りさ

917ノ 妄想国語辞典 森田　幸司 B280.4セ 世界の偉人おもしろ雑学 博学面白倶楽部

933.7ジ 七つの殺人に関する簡潔な記録 マーロン・ジェイムス BFイキ 行きたくない 阿川　せんり

933.7ミ 私たち異者は
スティーブン・ミルハウ

ザー BFノグ なんてやつだ 野口　卓

943.7シ 刑罰
フェルディナント・フォ

ン・シーラッハ BFノグ まさかまさか 野口　卓

今年は９月１日までの予定で、サマータイムを実施しています。

午前９時から午後７時(木曜日は午後８時）までの開館となり、

いつもよりゆっくり読書を楽しんでいただけます。

朝はお出かけの前に、夜はお仕事の帰りに・・・どうぞ図書館へ

お立ち寄りください。

図書館サマータイム実施中です！

【９月】

29 30

水 木 金 土

7

14

1 2 3 4 5 6

日

18 19 20

10 11 12 13

月 火

2822 23 24 25 26 27

21

8 9

15 16 17

　は休館日　　開館時間 ：

　　８月、９月１日： 午前９時から午後７時まで　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　 ○木曜は午後８時まで

　　９月： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで
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「 博士の愛した数式」
小泉 尭史/監督・脚本、小川 洋子/原作

（DVD）

【内容紹介】
80分しか記憶が持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。永遠に心に生き続ける、「至

高の愛」の物語。

「 教授だから知っている

大学入試のトリセツ」
田中 研之輔 ／著（Y376.タ）

【内容紹介】
2020年、大学入試はどう変わる？

ＡＯ・推薦入試にはどんな対策をすればいい？

暗記するだけでは答えられない、思考力・表現

力が求められる入試に立ち向かうためのポイン

トをまとめる。

「アイスの旅」
甲斐 みのり／著（588.3カ）

【内容紹介】
青森のカランカランアイス、秋田のババヘラ、

長崎のチリンチリンアイス、東京資生堂パー

ラーのアイスクリーム…。子どもの頃から親し

んだ懐かしの味や、旅先で出会った甘い味。日

本全国で愛されるアイスを写真で紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「名もなき花たちと」

小手鞠 るい／著（３６９コ）

【内容紹介】
肌や目の色が違うから、敵国の子だから…。

敗戦後の日本で見捨てられた「混血孤児」たち

と、その母となる道を選んだ澤田美喜。差別と

闘い、懸命に生きた二千人の「家族の物語」。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
８月１日（木）～８月３１日（土）

テーマ：「アーサー・ビナード」

あかいわエコメッセのみなさん

「第２１回あかいわエコメッセ」が赤磐市立中央図書館

多目的ホールで８月１８日（日）に開催されます。

当日はアーサー・ビナードさんと三田医師の講演があり

ます。お二人とも平和・人権に強い関心をお持ちで、それ

ぞれの立場から興味深いお話がうかがえると思います。

図書館の展示コーナーでは「詩人 アーサー・ビナード」

の原爆・戦争・人権についてのするどい”詩人の目”をご

紹介します。本のリストを作成しています。ご自由にお持

ちください。
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933.7ジ 七つの殺人に関する簡潔な記録 マーロン・ジェイムス BFイキ 行きたくない 阿川　せんり

933.7ミ 私たち異者は
スティーブン・ミルハウ

ザー BFノグ なんてやつだ 野口　卓

943.7シ 刑罰
フェルディナント・フォ

ン・シーラッハ BFノグ まさかまさか 野口　卓


