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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７番の佐々木萌選手!! ☆

岡山でお気に入りの食べ物は「白桃！」という佐々木萌選手の

「おすすめの一冊」です☆

【佐々木萌 背番号７＊山口県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】

おすすめの本 「神様の定食屋」 中村颯希／著

おすすめの一言

未練を残した人たちの思い出の味をたどり、その魂を解消

していく。 主人公が魂と共に料理をつくり味を繋ぎます。

心温まるストリーです。

　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
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日 時：令和元年 １２月２１日 (土)

午後 １時 ４５分 開 場

午後 ２時～ 上 映

場 所： 中央図書館 多目的ホール

上映作品「 天使のいる図書館 」

図書館でのレファレンスサービスがもたらす、本と人、人と心を繋ぐ、感動の物語。

図書館の新人司書・吉井さくらは、“レファレンスサービス”という慣れない仕事にとまどいなが

ら過ごしていた。ある時、芦高礼子と名乗る老婦人と出会い、さくらは図書館利用者と司書の関係を

こえた特別な感情を抱き始める。美しい景観に恵まれた神話の里～奈良県葛城地域～を舞台に、一人

の新人司書の成長を描いた心温まる物語（108分）

©：ライブラリ--
コンテンツサービス
（株）

【新着図書情報】令和元年１０月１０日～令和元年１１月７日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

016.2ツ 昔話とその周辺 筒井　悦子 Ｆアオ 私の家 青山　七恵

019.5コ 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実 Ｆアカ 計策師 赤神　諒

070.2シ ２０５０年のメディア 国際子ども権利センター Ｆアカ いもうと 赤川　次郎

121.0シ 日本の哲学者とお茶を飲む 白取　春彦 Ｆアサ どうしても生きてる 朝井　リョウ

281.0ワ 偉人たちの辞世の句 若林　良 Ｆアサ 人を乞う あさの　あつこ

289.1コ 異端の被爆者 横井　秀信 Ｆアビ 監禁探偵 我孫子　武丸

291.0イ ４７都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤　賀一 Ｆアベ 十三の海鳴り 安部　龍太郎

324.7ソ 相続ハンドブック 比留田　薫 Ｆイガ ブラックリスト 伊兼　源太郎

336.4ミ 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 宮武　貴美 Ｆイシ 殺し屋、続けてます。 石持　浅海

336.4ロ 「労務管理」の実務がまるごとわかる本 望月　建吾 Ｆイト 潮待ちの宿 伊東　潤

338サ 最高に得するキャッシュレス決済 岩田　昭男 Ｆイノ ベーシックインカム 井上　真偽

366.2フ 副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部 Ｆオウ 最果ての決闘者 逢坂　剛

366.9チ 知識ゼロでも自分でできる！個人事業の経理と節税 大沢　育郎 Ｆオオ 通夜女 大山　淳子

369.2タ 介護の現場と業界のしくみ 高山　善文 Ｆオガ ライオンのおやつ 小川　糸

369.3チ 自治体災害対策の基礎 千葉　実 Ｆオガ 小箱 小川　洋子

480.4マ その道のプロに聞く生きもののワォ！ 松橋　利光 Ｆオン 祝祭と予感 恩田　陸

490.15マ いのちは輝く 松永　正訓 Ｆカキ ブラックシープ・キーパー 柿本　みづほ

490.4ク “意識高い系”がハマる「ニセ医学」が危ない！ 桑満　おさむ Ｆキタ 純、文学 北野　武

491.11セ 世界一やさしい！細胞図鑑 鈴川　茂 Ｆキタ 紅子 北原　真理

493.6マ 痛みが劇的に消える５秒腰トレ 松井　薫 Ｆクジ テレビドラマよ永遠に 鯨　統一郎

498.3オ 筋肉は若返る！ 太田　博明 Ｆコバ トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林　エリカ

501.6エ エネルギーの愉快な発明史 セドリック・カルル Ｆササ サンズイ 笹本　稜平

501.8イ はじめてでもよくわかる！図面の読み方 飯嶋　晃良 Ｆシガ 日照雨 志川　節子

527.1オ 思わずツッコミたくなる！へんな間取り３００ ヘンな間取り研究会 Ｆシマ 夜はおしまい 島本　理生

593.8ジ １０分でキレイに結ぶ帯結びの基本 弓岡　勝美 Ｆシミ 新蔵唐行き 志水　辰夫

594コ 布で作ろう、革で作ろうわたしのお財布 越膳　夕香 Ｆシン 神を喰らう者たち 新堂　冬樹

596.3ナ 野菜がおいしすぎる作りおき 中井　エリカ Ｆスズ 太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか

627.8ヒ 部屋で楽しむきのこリウムの世界 樋口　和智 Ｆタカ まほり 高田　大介

645.7イ 吾輩はねこである 岩合　光昭 Ｆタカ ゆゆのつづき 高楼　方子

648.1オ おいしいチーズの事典 久田　早苗 Ｆツジ ツナグ 辻村　深月

685.1カ 家族みんなで考える「運転免許返納」ガイド
日本交通安全教育普及

協会 Ｆテン 巡礼の家 天童　荒太

724.1シ 水墨で描くやさしいはがき絵 塩澤　玉聖 Ｆドウ 奔る男 堂場　瞬一

748ニ 日本の美しい幻想風景 日本風景写真家協会 Ｆニシ 沈黙の目撃者 西澤　保彦

751.4キ
樹脂粘土で作るミニチュア多肉植
物

きたのこ Ｆニシ 阪急電鉄殺人事件 西村　京太郎

780.7ヨ 筋肉女子 米澤　泉 Ｆヒラ ロス男 平岡　陽明

788.1ア 我が相撲道に一片の悔いなし 荒磯　寛 Ｆフル 時を壊した彼女 古野　まほろ

816タ 読みたいことを、書けばいい。 田中　泰延 Ｆホウ 時空旅行者の砂時計 方丈　貴恵

914.6イ 迷いながら生きていく 五木　寛之 Ｆホン 背中の蜘蛛 誉田　哲也

914.6イ９ 大人の流儀　９　ひとりで生きる 伊集院　静 Ｆマタ 人間 又吉　直樹

914.6マ べらぼうくん 万城目　学 Ｆマチ 記憶の盆をどり 町田　康

916シ 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田　節子 Ｆミチ カエルの小指 道尾　秀介

918.6ト 特別ではない一日 我妻　俊樹 Ｆムラ 生命式 村田　沙耶香

929.5パ 赤い髪の女 オルハン・パムク Ｆヤノ 源匣記 矢野　隆

933.7デ カッティング・エッジ
ジェフェリー・ディー

ヴァー Ｆヨコ 彼女たちの犯罪 横関　大

933.7バ 終わりなき探求 パール・Ｓ．バック Ｆヨシ 逃亡小説集 吉田　修一

933.7リ 翡翠城市 フォンダ・リー Ｆワタ 怪談飯屋古狸 輪渡　颯介

新しい元号『令和』になって早７か月。今年も残り１か月となり

ました。本年も図書館をご利用いただきありがとうございました。

新しい年を迎えましても、どうぞ引き続きご利用ください。

さて図書館は、１２月２８日（土）から１月４日（土）までの間

休館となりますが、この休館日の間にも『本の返却ポスト』によっ

て本の返却が出来るということはご存知ですか？

図書館の西側自動ドア右に「本の返却ポスト」と表示してある受

け入れ口があります。夜間、毎週月曜日、その他の休館日には、こ

の受け入れ口から本を入れて返却することができますので、開館し

ていないときには、どうぞご利用ください。

『本の返却ポスト』

返却ポストの内側

★ＤＶＤ、ＣＤ、カセットテープ、ビデオテープ、ＣＤ付きの本

★紙芝居、大型絵本

★赤磐市以外の図書館等から取り寄せた本

☆これらの資料は破損しやすいことなどから、図書館が開館して

から館内のカウンターで返却をお願いします。

図書館からのお願い☆

【１月】

月 火 水 木 金

41 2 3
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17 18
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多くの方が図書館へご来館くださいますが、
ちょっと困ったことも・・・
○図書館の中で大きな声でおしゃべり!
○新聞や雑誌を独り占め!!
○携帯電話をかける　写真を撮る!
○横になる　眠る・・・
○荷物をおいて長時間席を離れる
○保護者が子どもを注意しない
○不衛生な状態で入館する
○資料を汚す　壊す　書き込みをする・・・などなど
これらはすべて、多くの皆さまにとっては、図書館でのマナー違反と思っていただけること
ばかりだと思いますが、実際には館内でおこっていることです。
図書館へお越しくださる、すべての皆さまに気持ちよくご利用いただくために、
どうかご協力よろしくお願い致します。



  

「９７歳の悩み相談」
瀬戸内 寂聴／著（Y914.6セ）

【内容紹介】
人間関係、恋愛、家族、将来のこと。

９７歳の瀬戸内寂聴が若い世代のリアルな

悩みに答え、幸福に生きるための知恵を伝

える。

「驚きの日本一が

「ふるさと」にあった」
山田 稔／著（291.0ヤ）

【内容紹介】
面白雑学からまじめなネタまで、都道府県

別にいろいろな「日本一」が凝縮！基本デー

タやおもしろ方言、くらしの通信簿も掲載す

る。外国人が発見、発掘した「日本一」も紹

介。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「世の中のしくみ」

小学校社会科授業づくり研究／著

（３０７ヨ）

【内容紹介】
政治、経済、環境…。社会のさまざまな

テーマについて、わかりやすく解説したビ

ジュアル図鑑。難しい問題に対して、自分

に近い意見を選びながら、じっくり向き合

うことで世の中のしくみがわかり、自分で

考える力が身につく。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１2月１日（日）～１２月２７日（金）

作 品 ： 折り紙・動物ポンポン

作 者 ： 赤磐市在住の折り紙愛好者 さん

介護施設に勤めていて、施設内で季節を感じて

いただこうと、折り紙での表現を始めました。

本を見ながら折っていますが、本を見ても分か

らない折り方は、友人の折り紙の先生に尋ねなが

ら作っています。

折り紙と一緒に、最近習い始めた動物ポンポン

も一緒に展示しますので、是非ご覧ください。

「空海 ＫＵ-ＫＡＩ
美しき王妃の謎」（ＤＶＤ）

チェン カイコー/監督・夢枕 獏/原作

【内容紹介】

遣唐使として中国・唐へ渡った若き天才

僧侶・空海。詩人の白楽天との交流を深め

ていく中、長安の街で権力者が次々と奇妙

な死を遂げるという怪事件が起こる。空海

は白楽天とともに事件を探るうち、阿倍仲

麻呂の存在を知り。

【視聴覚資料】

【新着図書情報】令和元年１０月１０日～令和元年１１月７日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

016.2ツ 昔話とその周辺 筒井　悦子 Ｆアオ 私の家 青山　七恵

019.5コ 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実 Ｆアカ 計策師 赤神　諒

070.2シ ２０５０年のメディア 国際子ども権利センター Ｆアカ いもうと 赤川　次郎

121.0シ 日本の哲学者とお茶を飲む 白取　春彦 Ｆアサ どうしても生きてる 朝井　リョウ

281.0ワ 偉人たちの辞世の句 若林　良 Ｆアサ 人を乞う あさの　あつこ

289.1コ 異端の被爆者 横井　秀信 Ｆアビ 監禁探偵 我孫子　武丸

291.0イ ４７都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤　賀一 Ｆアベ 十三の海鳴り 安部　龍太郎

324.7ソ 相続ハンドブック 比留田　薫 Ｆイガ ブラックリスト 伊兼　源太郎

336.4ミ 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本 宮武　貴美 Ｆイシ 殺し屋、続けてます。 石持　浅海

336.4ロ 「労務管理」の実務がまるごとわかる本 望月　建吾 Ｆイト 潮待ちの宿 伊東　潤

338サ 最高に得するキャッシュレス決済 岩田　昭男 Ｆイノ ベーシックインカム 井上　真偽

366.2フ 副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部 Ｆオウ 最果ての決闘者 逢坂　剛

366.9チ 知識ゼロでも自分でできる！個人事業の経理と節税 大沢　育郎 Ｆオオ 通夜女 大山　淳子

369.2タ 介護の現場と業界のしくみ 高山　善文 Ｆオガ ライオンのおやつ 小川　糸

369.3チ 自治体災害対策の基礎 千葉　実 Ｆオガ 小箱 小川　洋子

480.4マ その道のプロに聞く生きもののワォ！ 松橋　利光 Ｆオン 祝祭と予感 恩田　陸

490.15マ いのちは輝く 松永　正訓 Ｆカキ ブラックシープ・キーパー 柿本　みづほ

490.4ク “意識高い系”がハマる「ニセ医学」が危ない！ 桑満　おさむ Ｆキタ 純、文学 北野　武

491.11セ 世界一やさしい！細胞図鑑 鈴川　茂 Ｆキタ 紅子 北原　真理

493.6マ 痛みが劇的に消える５秒腰トレ 松井　薫 Ｆクジ テレビドラマよ永遠に 鯨　統一郎

498.3オ 筋肉は若返る！ 太田　博明 Ｆコバ トリニティ、トリニティ、トリニティ 小林　エリカ

501.6エ エネルギーの愉快な発明史 セドリック・カルル Ｆササ サンズイ 笹本　稜平

501.8イ はじめてでもよくわかる！図面の読み方 飯嶋　晃良 Ｆシガ 日照雨 志川　節子

527.1オ 思わずツッコミたくなる！へんな間取り３００ ヘンな間取り研究会 Ｆシマ 夜はおしまい 島本　理生

593.8ジ １０分でキレイに結ぶ帯結びの基本 弓岡　勝美 Ｆシミ 新蔵唐行き 志水　辰夫

594コ 布で作ろう、革で作ろうわたしのお財布 越膳　夕香 Ｆシン 神を喰らう者たち 新堂　冬樹

596.3ナ 野菜がおいしすぎる作りおき 中井　エリカ Ｆスズ 太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか

627.8ヒ 部屋で楽しむきのこリウムの世界 樋口　和智 Ｆタカ まほり 高田　大介

645.7イ 吾輩はねこである 岩合　光昭 Ｆタカ ゆゆのつづき 高楼　方子

648.1オ おいしいチーズの事典 久田　早苗 Ｆツジ ツナグ 辻村　深月

685.1カ 家族みんなで考える「運転免許返納」ガイド
日本交通安全教育普及

協会 Ｆテン 巡礼の家 天童　荒太

724.1シ 水墨で描くやさしいはがき絵 塩澤　玉聖 Ｆドウ 奔る男 堂場　瞬一

748ニ 日本の美しい幻想風景 日本風景写真家協会 Ｆニシ 沈黙の目撃者 西澤　保彦

751.4キ
樹脂粘土で作るミニチュア多肉植
物

きたのこ Ｆニシ 阪急電鉄殺人事件 西村　京太郎

780.7ヨ 筋肉女子 米澤　泉 Ｆヒラ ロス男 平岡　陽明

788.1ア 我が相撲道に一片の悔いなし 荒磯　寛 Ｆフル 時を壊した彼女 古野　まほろ

816タ 読みたいことを、書けばいい。 田中　泰延 Ｆホウ 時空旅行者の砂時計 方丈　貴恵

914.6イ 迷いながら生きていく 五木　寛之 Ｆホン 背中の蜘蛛 誉田　哲也

914.6イ９ 大人の流儀　９　ひとりで生きる 伊集院　静 Ｆマタ 人間 又吉　直樹

914.6マ べらぼうくん 万城目　学 Ｆマチ 記憶の盆をどり 町田　康

916シ 介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田　節子 Ｆミチ カエルの小指 道尾　秀介

918.6ト 特別ではない一日 我妻　俊樹 Ｆムラ 生命式 村田　沙耶香

929.5パ 赤い髪の女 オルハン・パムク Ｆヤノ 源匣記 矢野　隆

933.7デ カッティング・エッジ
ジェフェリー・ディー

ヴァー Ｆヨコ 彼女たちの犯罪 横関　大

933.7バ 終わりなき探求 パール・Ｓ．バック Ｆヨシ 逃亡小説集 吉田　修一

933.7リ 翡翠城市 フォンダ・リー Ｆワタ 怪談飯屋古狸 輪渡　颯介


