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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☆

☆今回ご紹介するのは、背番号４番の吉岡美晴選手!! ☆

岡山は「自然が豊かで桃がとっても美味しいです。」という

吉岡美晴選手の「おすすめの一冊」です☆

【吉岡美晴背番号４*大分県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】

おすすめの本 「終電の神様」 阿川大樹／著

おすすめの一言

電車を利用する一人一人が様々な思いを抱えており、

それを物語にした短編集です。

とても読みやすいのでおすすめです。
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生命力あふれる版画の世界

『おおはくちょうのそら』『きたきつねのしあわせ』

手島圭三郎原画展

日時 ９月１０日（火）～１５日（日）

午前１０時～午後６時まで （１２日（木）は午後８時まで）

場所 赤磐市立中央図書館 １階 多目的ホール

入場無料・申込不要

北海道の自然と動物たちの営みを描き続けている絵

本作家・手島圭三郎さんの原画を展示します。

物語本文も掲示しますので、ダイナミックな原画を見な

がら心に響くストーリーも味わっていただけます。

みなさんで

おこしください

アンケートにご協力ください。

９月３日～１５日の期間で図書館利用者アンケートを実施

します。図書館サービスの向上のため、多くの皆様の

ご意見をお聞かせいただきたいと考えております。

ご協力よろしくお願いします。

図書館の夏時間
ご利用ありがとうございました！！

サマータイムが終わりました☆

まだまだ残暑は続いていますが、厳しい暑さが続いた今年の夏も、もう少しで終わろうとして

います。

図書館では、今年も６月１日から９月１日の期間、サマータイムを実施しました。

期間中は、開館時間午前・午後それぞれ１時間づつのばしてご利用いただきました。朝、お

仕事やお出かけの前に、また、夕方少し涼しくなってからご家族おそろいで・・・など、ご利用

いただく場面はさまざまですが多くの皆さまにご利用いただきありがとうございました。

【新着図書情報】令和元年７月１１日～令和元年８月１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ア まなの本棚 芦田　愛菜 Ｆアカ 明日死んだ男 赤川　次郎

141.7マ しかけは世界を変える！！ 松村　真宏 Ｆアキ 灼熱 秋吉　理香子

159.8サ １００年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤　孝 Ｆイガ 愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久

159ホ ハッタリの流儀 堀江　貴文 Ｆイサ クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎

291.0セ１９ 青春１８きっぷパーフェクトガイド　２０１９－２０２０ 谷崎　竜 Ｆイズ お江戸けもの医　毛玉堂 泉　ゆたか

302.1ウ 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野　紘平 Ｆイヌ ツキノネ 乾　緑郎

326.5オ 余命３年社長の夢 小澤　輝真 Ｆイマ 八本目の槍 今村　翔吾

336.2サ 仕事ごっこ 沢渡　あまね Ｆウエ 空と湖水 植松　三十里

336.4タ フルキャリマネジメント 武田　佳奈 Ｆウブ 剣樹抄 冲方　丁

336.9ニ
「専門家」以外の人のための決算書＆ファイナンスの教科

書 西山　茂 Ｆオオ ウナノハテノガタ 大森兄弟

367.3シ 貧困専業主婦 周　燕飛 Ｆオオ 道化師の退場 太田　忠司

367.7キ ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子 Ｆオカ 下北沢インディーズ 岡崎　琢磨

475サ コケの国のふしぎ図鑑 左木山　祝一 Ｆカワ 夏物語 川上　未映子

480.3イ わけあってこの名前 いずもり　よう Ｆカワ スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒

481.9ニ 図解身近にあふれる「危険な動物」が３時間でわかる本 西海　太介 Ｆキウ 化物蠟燭 木内　昇

486カ 癒しの虫たち 川邊　透 Ｆコヤ 神前酔狂宴 古谷田　奈月

49312イ
５０歳を過ぎても体脂肪率１０％の名医が教える内臓脂肪

を落とす最強メソット 池谷　敏郎 Ｆサカ へぼ侍 坂上　泉

498.58ウ 栄養たっぷり野菜ジュース１００ 植木　もも子 Ｆサカ 愛と追憶の泥濘 坂井　希久子

502.8セ 世界を変えた６０人の偉人たち 東京電機大学 Ｆサト 将軍の子 佐藤　巖太郎

523セ 世界でいちばん素敵な建築の教室 田所　辰之助 Ｆサワ ファミリーランド 澤村　伊智

588.5オ ビールは楽しい！ ギレック・オベール Ｆシュ スズメの事ム所 朱川　湊人

591ヤ ５０歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中　伸枝 Ｆシン 極限の婚約者たち 新堂　冬樹

595.4へ ヘアゴム１本で無敵アレンジBOOK ｓｗｅｅｔ編集部 Fセナ 小説ブラック・ジャック 瀬名　秀明

596ウ
ぜ～んぶ入れてスイッチ「ピ！」炊飯器で魔法のレシピ１０

０ 牛尾　理恵 Ｆタカ 我らが少女Ａ 高村　薫

596フ おうち昼ごはんお助け帳 福岡　直子 Ｆタカ カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山　羽根子

596リ バズレシピ　太らないおかず編 リュウジ Ｆチハ 神様の暇つぶし 千早　茜

645.7サ 寄りそう猫 佐竹　茉莉子 Ｆナカ お願いおむらいす 中澤　日菜子

672.1ヨ ４７都道府県・商店街百科 正木　久仁 Ｆニシ 十津川警部追憶のミステリー・ルート 西村　京太郎

673.3イ ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから Ｆハシ 黄金夜界 橋本　治

673.9カ 交通指導員ヨレヨレ日記 柏　耕一 Ｆハヤ 店長がバカすぎて 早見　和真

675オ 「値づけ」の思考法 小川　孔輔 Ｆハラ ランチ酒 原田　ひ香

726.5オ 大好きなイヌ・ネコの似顔絵があっというまに描ける本 小河原　智子 Ｆヒガ 希望の糸 東野　圭吾

743.5バ かっこいい夜景写真のお手本手帳 伴　貞良 Ｆヒャ 夏の騎士 百田　尚樹

746ア カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤　幸司 Ｆフジ 密室を開ける手 藤本　ひとみ

754.9ハ お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる Ｆフジ 龍の袖 藤原　緋沙子

783.7ド どん底からの甲子園 タイムリー編集部 Ｆミケ 三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川　次郎

814.7ヨ 平成の新語・流行語辞典 米川　明彦 Ｆミチ いけない 道尾　秀介

911.3ホ ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本　裕樹 Ｆミヤ さよならの儀式　－８　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｉｃｔｉｏｎ　Ｓｔｏｒｉｅｓ－ 宮部　みゆき

914.6ア 抽斗のなかの海 朝吹　真理子 Ｆミヤ 手のひらの楽園 宮木　あや子

914.6ナ 自由思考 中村　文則 Ｆモリ カザアナ 森　絵都

914.6ヒ 越境（ユエジン） 東山　彰良 Ｆヤス ひと喰い介護 安田　依央

914.6ヤ ブスの自信の持ち方 山崎　ナオコーラ Ｆヨシ 天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘

916イ この顔と生きるということ 岩井　建樹 Ｆヨシ 女優の娘 吉川　トリコ

917タ 女のホンネ男のホンネ 田辺　聖子 B645.7イ 猫の恋 岩合　光昭

933.7イ マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン BFドウ 凍結捜査 堂場　瞬一

933.7ベ 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン BFトガ ブレイクアウト 富樫　倫太郎

　は休館日　　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

　・９月１日： 午前９時から午後７時まで　　　　　 
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「 ８年越しの花嫁 -奇跡の実話- 」
瀬々 敬久/監督 中原 尚志・麻衣/原作

（DVD）

【内容紹介】

結婚を約束したカップル、尚志と麻衣。

だが原因不明の病により、麻衣は意識不明と

なってしまう。いつ目覚めるか分からない麻衣

を諦めずに待ち続ける尚志。長い年月の末、

麻衣は目を覚ますが、さらなる試練が二人を

待ち受けていた。岡山県和気町が舞台の実話。

「 まなの本棚 」
芦田 愛菜／著（Y019.9ア ）

【内容紹介】
小学生で夢中になった、児童書,次々と読破

したシリーズもの。年間100冊以上も本を読

み、本について語りだしたら止まらない芦田

愛菜が“秘密の100冊”を紹介する。山中伸

弥、辻村深月との対談も収録。

「トク盛り「名字」丼」
高信 幸男 ／著（288.1タ）

【内容紹介】
由来や歴史・地域性から、名字に秘められ

た意外な事実まで、膨大なデータと取材に裏

打ちされた名字の雑学を紹介する。ほか、珍

名さんエピソード、全国＆都道府県名字ラン

キング、名字クイズなども収録。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「走れ!メープル」

菅 聖子／文，山本 遼／写真

篠本 映／絵（６４５ス）

【内容紹介】
愛犬の病気をきっかけに、犬の車いすを作っ

た忠さん。やがて同じ悩みを抱えた飼い主たち

から依頼が舞い込み、5000匹以上の犬たちに

自由の翼を届けて…。動物の車いすを20年以上

作り続けてきた、ひとりの匠の物語。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
9月１日（日）～9月29日（日）

ももっこ作業所作品展

ももっこ作業所では、それぞれの能力に応じて作品づく

りをしており、少人数の所生さんが楽しみながら取り組ん

でいます。

今回展示するのは結び織り座布団、マフラー、刺し子等

です。結び織り座布団は完成までに特に時間がかかります

が、それだけに、できあがった時の達成感はひとしおです。

ひとつ、またひとつと作りあげる喜び、それを手にとっ

て下さった人の笑顔が、所生さんの励みになっています。

【新着図書情報】令和元年７月１１日～令和元年８月１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ア まなの本棚 芦田　愛菜 Ｆアカ 明日死んだ男 赤川　次郎

141.7マ しかけは世界を変える！！ 松村　真宏 Ｆアキ 灼熱 秋吉　理香子

159.8サ １００年後まで残したい日本人のすごい名言 齋藤　孝 Ｆイガ 愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久

159ホ ハッタリの流儀 堀江　貴文 Ｆイサ クジラアタマの王様 伊坂　幸太郎

291.0セ１９ 青春１８きっぷパーフェクトガイド　２０１９－２０２０ 谷崎　竜 Ｆイズ お江戸けもの医　毛玉堂 泉　ゆたか

302.1ウ 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野　紘平 Ｆイヌ ツキノネ 乾　緑郎

326.5オ 余命３年社長の夢 小澤　輝真 Ｆイマ 八本目の槍 今村　翔吾

336.2サ 仕事ごっこ 沢渡　あまね Ｆウエ 空と湖水 植松　三十里

336.4タ フルキャリマネジメント 武田　佳奈 Ｆウブ 剣樹抄 冲方　丁

336.9ニ
「専門家」以外の人のための決算書＆ファイナンスの教科

書 西山　茂 Ｆオオ ウナノハテノガタ 大森兄弟

367.3シ 貧困専業主婦 周　燕飛 Ｆオオ 道化師の退場 太田　忠司

367.7キ ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子 Ｆオカ 下北沢インディーズ 岡崎　琢磨

475サ コケの国のふしぎ図鑑 左木山　祝一 Ｆカワ 夏物語 川上　未映子

480.3イ わけあってこの名前 いずもり　よう Ｆカワ スワロウテイルの消失点 川瀬　七緒

481.9ニ 図解身近にあふれる「危険な動物」が３時間でわかる本 西海　太介 Ｆキウ 化物蠟燭 木内　昇

486カ 癒しの虫たち 川邊　透 Ｆコヤ 神前酔狂宴 古谷田　奈月

49312イ
５０歳を過ぎても体脂肪率１０％の名医が教える内臓脂肪

を落とす最強メソット 池谷　敏郎 Ｆサカ へぼ侍 坂上　泉

498.58ウ 栄養たっぷり野菜ジュース１００ 植木　もも子 Ｆサカ 愛と追憶の泥濘 坂井　希久子

502.8セ 世界を変えた６０人の偉人たち 東京電機大学 Ｆサト 将軍の子 佐藤　巖太郎

523セ 世界でいちばん素敵な建築の教室 田所　辰之助 Ｆサワ ファミリーランド 澤村　伊智

588.5オ ビールは楽しい！ ギレック・オベール Ｆシュ スズメの事ム所 朱川　湊人

591ヤ ５０歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中　伸枝 Ｆシン 極限の婚約者たち 新堂　冬樹

595.4へ ヘアゴム１本で無敵アレンジBOOK ｓｗｅｅｔ編集部 Fセナ 小説ブラック・ジャック 瀬名　秀明

596ウ
ぜ～んぶ入れてスイッチ「ピ！」炊飯器で魔法のレシピ１０

０ 牛尾　理恵 Ｆタカ 我らが少女Ａ 高村　薫

596フ おうち昼ごはんお助け帳 福岡　直子 Ｆタカ カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山　羽根子

596リ バズレシピ　太らないおかず編 リュウジ Ｆチハ 神様の暇つぶし 千早　茜

645.7サ 寄りそう猫 佐竹　茉莉子 Ｆナカ お願いおむらいす 中澤　日菜子

672.1ヨ ４７都道府県・商店街百科 正木　久仁 Ｆニシ 十津川警部追憶のミステリー・ルート 西村　京太郎

673.3イ ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから Ｆハシ 黄金夜界 橋本　治

673.9カ 交通指導員ヨレヨレ日記 柏　耕一 Ｆハヤ 店長がバカすぎて 早見　和真

675オ 「値づけ」の思考法 小川　孔輔 Ｆハラ ランチ酒 原田　ひ香

726.5オ 大好きなイヌ・ネコの似顔絵があっというまに描ける本 小河原　智子 Ｆヒガ 希望の糸 東野　圭吾

743.5バ かっこいい夜景写真のお手本手帳 伴　貞良 Ｆヒャ 夏の騎士 百田　尚樹

746ア カメラとレンズのしくみがわかる光学入門 安藤　幸司 Ｆフジ 密室を開ける手 藤本　ひとみ

754.9ハ お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる Ｆフジ 龍の袖 藤原　緋沙子

783.7ド どん底からの甲子園 タイムリー編集部 Ｆミケ 三毛猫ホームズと七匹の仲間たち 赤川　次郎

814.7ヨ 平成の新語・流行語辞典 米川　明彦 Ｆミチ いけない 道尾　秀介

911.3ホ ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本　裕樹 Ｆミヤ さよならの儀式　－８　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｆｉｃｔｉｏｎ　Ｓｔｏｒｉｅｓ－ 宮部　みゆき

914.6ア 抽斗のなかの海 朝吹　真理子 Ｆミヤ 手のひらの楽園 宮木　あや子

914.6ナ 自由思考 中村　文則 Ｆモリ カザアナ 森　絵都

914.6ヒ 越境（ユエジン） 東山　彰良 Ｆヤス ひと喰い介護 安田　依央

914.6ヤ ブスの自信の持ち方 山崎　ナオコーラ Ｆヨシ 天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘

916イ この顔と生きるということ 岩井　建樹 Ｆヨシ 女優の娘 吉川　トリコ

917タ 女のホンネ男のホンネ 田辺　聖子 B645.7イ 猫の恋 岩合　光昭

933.7イ マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン BFドウ 凍結捜査 堂場　瞬一

933.7ベ 掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン BFトガ ブレイクアウト 富樫　倫太郎


