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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５番の宇賀神みずき選手!! ☆

岡山は「桃とぶどう（ピオーネ・マスカット）がすごく美味しいです。」

という宇賀神みずき選手の「おすすめの一冊」です☆

【宇賀神みずき背番号５*栃木県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）セッター】

おすすめの本 「心を整える。」 長谷部誠／著

おすすめの一言

日本代表のキャプテンとして活躍した長谷部選手。

スポーツマンとして大切な「心」を整えるための考え方や

習慣が書かれています。

【１０月】
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　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

★協働推進課との連携講座です★

受診したあとが大事！検診結果
健診を受けただけではもったない！

健診結果から、からだの変化を見つけ、これからの健康づくりに

役立てませんか？

※特定健診や人間ドック等の結果をお持ちの方は、当日ご持参ください

当日は、

味覚チェックも

行います♪

日時 １１月５日（火） １３時３０分～１４時３０分

場所 中央図書館 多目的ホール

講師 市職員

定員 ３０人（先着順）

申込みが必要です。１０月８日（火）１０時から

中央図書館で受け付けます。電話可。

懐かしい昭和の大衆文化を彩った「映画」と「テレビ」。

２つの娯楽メディアの歴史を振り返りながら、新しい楽しみ方をお話します。

ぜひ、お誘い合わせのうえ、ご参加ください!!

民話の寺小屋発表会
～むかしむかしのおはなし会～

図書館ボランティアグループの“民話の寺小屋”は毎月第３日曜日午前１１時から中央図

書館で昔話の語りをしています。今回は年に１回の拡大版です。昔話を聞いて心温まるひ

とときをお過ごしください。「昔懐かしい話」「笑える話」や「びっくりする話」などが

あります。親子で聞きに来てください。もちろん、おじいちゃんおばあちゃんも大歓迎で

す。

日時：１１月２日（土） 午後２時～３時３０分
場所：中央図書館 多目的ホール
対象：幼児 ～ 一般

申込不要／参加費無料

主催：民話の寺小屋

後援：中央図書館

たくさんのご来場、

お待ちしています！

それぞれ１回だけの参加もできます。

参加費無料・定員５０人
★中央図書館で受付中!! （電話可）

【11月】
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第１回

１０月１７日（木） 午後１時３０分～３時 「映画の歴史」

中央図書館多目的ホール 昭和35年には、岡山県に１３８の映画館があった！ほか

第２回

１０月２４日（木） 午後１時３０分～３時 「テレビの歴史」

くまやまふれあいセンター会議室 開局時、テレビの受信契約数は866台だった！ほか

第３回

１１月７日（木） 午後１時３０分～３時 「映画とテレビもう一つの楽しみ方」

吉井図書館視聴覚室 ロケツーリズム（ロケ地散歩） ほか



  

「終わった人」
中田 秀夫監督/内館 牧子原作

（ＤＶＤ）

【内容紹介】
定年を迎え、何もやることがない、世間

から“終わった人”と思われるようになっ

た田代壮介。マズイと感じ、職探しをした

りジムに通ったり奮闘するも、全く上手く

いかない。しかし、ある時、「人生の転

機」が訪れ世界が一変する。

ベストセラー小説「終わった人」を映画化。

「カガク力を強くする！」
元村 有希子／著（Y404 モ）

【内容紹介】

科学や、科学の知識を基に生まれた技術が、

暮らしを大きく変えている。科学記者である

著者が「カガク力＝疑い、調べ、考え、判断

する力」を身につける重要性を説き、よりよ

い今と未来を築くヒントを伝える。

「日本全国池さんぽ」
市原 千尋／著（452.9イ）

【内容紹介】
池は９９％が人工。浅いのが沼…。７千以

上もの湖沼を訪ね歩いた池マニアが、鳥瞰図

で描いた池の図鑑。全県を網羅した１８１の

池を、８つのタイプに分けて紹介する。農林

水産省が選定した「ため池百選」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】

「ガンピーさんのサイ」

ジョン・バーニンガム／作

谷川 俊太郎／訳（Ｅバ キ）

【内容紹介】
ガンピーさんがアフリカで会ったのは、

親をなくしたサイの子ども。そこでガン

ピーさんは…。いつもあたたかいまなざし

で子どもや動物たちを見つめ続けた、ジョ

ン・バーニンガムの最後の作品。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１０月１日（火）～１０月３１日（木）

岡山シーガルズ応援展示

今季、岡山シーガルズはクラブチームとして活動を開始以来、

20周年を迎える節目の年となります。また、2019年10月12

日から2019-20V.LEAGUE DIVISION1（V1）が開幕します。

そこで、今月の地域コーナでは”岡山シーガルズ応援企画”と

して、節目節目のユニフォームやその年代の写真を展示して、岡

山シーガルズの歴史を振り返ります。

岡山県の市民クラブチームの岡山シーガルズの活躍をみんなで

応援しましょう！！

【新着図書情報】令和元年８月８日～令和元年９月５日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.1カ 死ぬほど読めて忘れない高速読書 上岡　正明 Ｆアサ 烈風ただなか あさの　あつこ

159.7サ ７０歳からの人生の楽しみ方 櫻井　秀勲 Ｆアサ 落花狼藉 朝井　まかて

164.1ヒ いきもので読む、日本の神話 平藤　喜久子 Ｆアサ 飛雲のごとく あさの　あつこ

281.0ハ サムライたちの辞世の句 初田　景都 Ｆアシ カインは言わなかった 芦沢　央

289.1タ その苦しみは続かない 竹内　昌彦 Ｆアヤ 森があふれる 彩瀬　まる

289.3オ マイ・ストーリー ミシェル・オバマ Ｆイガ 金庫番の娘 伊兼　源太郎

291.5イ１９ 癒しの宿１００選　２０１９－２０２０ Ｆイツ 電気じかけのクジラは歌う 逸木　裕

361.4ワ 自分の居場所はどこにある？ 渡辺　龍太 Ｆオク 罪の轍 奥田　英朗

366.2フ 「複業」のはじめ方 藤木　俊明 Ｆオト 地先 乙川　優三郎

367.3コ 孤絶 読売新聞社会部 Ｆカイ 氷獄 海堂　尊

371.4シ 思春期の心とからだ図鑑 ロバート・ウィンストン Ｆカジ ボッティチェッリの裏庭 梶村　啓二

376.4ノ 農業高校へ行こう！
全国農業高等学校長協

会 Ｆカワ 熱源 川越　宗一

379ジ 地元を再発見する！手書き地図のつくり方 手書き地図推進委員会 Ｆカン 先をゆくもの達 神林　長平

484コ 子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部 Ｆキウ 万波を翔る 木内　昇

489.5ア ネコもよう図鑑 浅羽　宏 Ｆキノ 戦国十二刻 木下　昌輝

493.18ス 超高齢化社会のリアル　－健康長寿の本質を探る－ 鈴木　隆雄 Ｆクサ 老父よ、帰れ 久坂部　羊

493.75ニ 認知症の親の介護をしている人の心を守る本 西村　知香 Ｆサワ 時喰監獄 沢村　浩輔

498.58マ２ 医者が教える食事術　２　実践バイブル 牧田　善二 Ｆシズ３ 犯人に告ぐ　３　紅の影 雫井　脩介

527.1ニ 家づくりのつぼノート 西久保　毅人 Ｆシマ 君が異端だった頃 島田　雅彦

531.4ハ わかる！使える！ねじ入門 橋村　真治 Ｆシマ 盲剣楼奇譚 島田　荘司

546.5ア トコトンやさしい電車の本 青田　孝 Ｆシモ 絶声 下村　敦史

590イ 人生が輝く！家事の「しないこと」リスト 石阪　京子 Ｆショ 黙秘犯 翔田　寛

591タ ５０歳から始める！老後のお金の不安がなくなる本 竹川　美奈子 Ｆセン 戦国の教科書 天野　純希

594.8ハ はじめてのディップアート 肱黒　陽子 Ｆソメ 震える天秤 染井　為人

596ケ １人分のシニアごはん 検見崎　聡美 Ｆタカ 格闘 高樹　のぶ子

596セ 世界のカレー図鑑 ハウス食品株式会社 Ｆタキ 虹にすわる 瀧羽　麻子

596マ めんどくさがり母さんの最強ずるメシ マルサイ Ｆツカ 流星のソード 柄刀　一

645.6モ 二代目和風総本家おうちの豆助オフィシャルフォトブック 森下　泰樹 Ｆツキ 欺す衆生 月村　了衛

673.3カ カスハラ
ＮＨＫ「クローズアップ現

代＋」取材班 Ｆドウ 決断の刻（とき） 堂場　瞬一

675二 日本の消費者は何を考えているのか？ 野村総合研究所 Ｆトモ 無実の君が裁かれる理由 友井　羊

685.1タ
大切な親に、これなら「決心」させられる！免許返納セラ

ピー 志堂寺　和則 Ｆナカ 神奈川宿雷屋 中島　要

767.1キ 基礎力で差がつくヴォイストレーニング 大本　京 Ｆナカ 昭和天皇の声 中路　啓太

775.7フ すっごくもりあがる児童劇シナリオ 福田　哲男 Ｆニシ ヴェールドマン仮説 西尾　維新

783.5タ 見るだけでうまくなる！ソフトテニスの基礎 高橋　茂 Ｆハス ＭＧＣ 蓮見　恭子

791.5チ 茶道具のかたづけ方の基本 入江　宗敬 Ｆハラ 銀座の紙ひこうき はらだ　みずき

809.6タ まとまる！決まる！動き出す！ホワイトボード仕事術 谷　益美 Ｆハラ ２０　ＣＯＮＴＡＣＴＳ 原田　マハ

834セ 感涙ストーリーで一気に覚える英単語３０００ 清涼院　流水 Ｆヒガ 伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉

911.1サ 齋藤孝のざっくり！万葉集 齋藤　孝 Ｆフル ラッコの家 古川　真人

914.6キ ぱくりぱくられし 木皿　泉 Ｆホン 穴掘り 本城　雅人

914.6サ センス・オブ・シェイム 酒井　順子 Ｆマミ 世話を焼かない四人の女 麻宮　ゆり子

914.6セ 命あれば 瀬戸内　寂聴 Ｆマヤ１ トリガー　上 真山　仁

914.6ナ やがて満ちてくるもの 梨木　香歩 Ｆマヤ２ トリガー　下 真山　仁

914.6フ 私は幽霊を見ない 藤野　可織 Ｆマリ 三匹の子豚 真梨　幸子

914.6ミ のっけから失礼します 三浦　しおん Ｆモリ キキ・ホリック 森　晶麿

933.7タ イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン Ｆヤノ 至誠の残滓 矢野　隆

949.5ア 厳寒の町
アーナルデュル・インドリ

ダソン Ｆユキ ブルシャーク 雪富　千晶紀


