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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１１番の髙柳萌選手!! ☆

「岡山でオススメなのは美観地区！！」という

髙柳萌選手の「おすすめの一冊」です☆

【髙柳萌 背番号１１＊大阪府出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの本 「九十九藤」 西條奈加／著

おすすめの一言

己と仲間を信じて人生を切り開いていく一人の女性の強さを感じ

られるストーリーです。命を懸けた運命の恋と商いに真っすぐ向

き合う主人公にハマリます！

　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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【新着図書情報】令和２年２月１３日～令和２年３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

007.6オ ＱＲコードの奇跡 小川　進 Ｆアサ 空洞電車 朝倉　宏景

049キ 奇跡の論文図鑑
NHK「ろんぶ～ん」制作

班 Ｆアダ 金木犀とメテオラ 安壇　美緒

159.6バ 「自分」を生きる 坂東　眞理子 Ｆアベ 海の十字架 安部　龍太郎

210.3イ いまさら聞けない「日本書紀」と天皇１２６代 瀧音　能之 Ｆイガ 金子と裕而 五十嵐　佳子

290.1ト あれもこれも地理学 富田　啓介 Ｆイト 茶聖 伊東　潤

336.4デ 電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー 尾形　圭子 Fイヌ ねなしぐさ 乾　緑郎

336.4ミ 仕事の成果って、「報・連・相」で決まるんです。 三上　ナナエ Ｆウエ しゃもぬまの島 上畠　菜緒

366.2ワ １０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕 Ｆウキ 楡の墓 浮穴　みみ

367.3テ きらいな母を看取れますか？関係がわるい母娘の最終章 寺田　和代 Fエク 去年の雪 江國　香織

369.3ツ 災害ケースマネジメント◎ガイドブック 津久井　進 Fオカ 戦時大捜査網 岡田　秀文

379.7サ 東大勉強力 齋藤　孝 Ｆオク 愛の色いろ 奥田　亜希子

379.9タ 子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ 田崎　篤 Fオノ 今日も町の隅で 小野寺　史宜

490.14サ エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子 Fオン ドミノｉｎ上海 恩田　陸

490.14ト まぁるい死 徳永　進 Ｆカキ うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨

493.46エ 腸のトリセツ 江田　証 Fカジ 三年長屋 梶　よう子

493.74ナ スマホ依存から脳を守る 中山　秀紀 Ｆカス 小さき者たち 粕谷　知世

498.13ハ 病気にかかるお金がわかる本 畠中　雅子 Ｆカド 東京、はじまる 門井　慶喜

498.58ネ ひよこが教える爆やせ＆爆ムキ旨すぎ糖質オフレシピ 猫山　旬 Ｆキド 暗黒残酷監獄 城戸　喜由

498.58ミ 食べる投資 満尾　洋子 Ｆキノ まむし三代記 木下　昌輝

498.58ヤ 野菜はくすり 村田　裕子 Ｆクボ たおやかに輪をえがいて 窪　美澄

537.9ウ クルマの本棚 内野　安彦 Fクロ アパレル興亡 黒木　亮

588.6イ みその教科書 岩木　みさき Ｆクロ 暗い林を抜けて 黒川　創

589.2オ 大草直子のNEW　BASIC　STYLE 大草　直子 Ｆサイ わかれ縁 西條　奈加

589.2タ 今ある服でおしゃれに見せる「軸色」の法則 谷口　美佳 Ｆサト 言の葉は、残りて 佐藤　雫

590.4ウ
やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたら

その多さに驚いた。 梅田　悟司 Fシノ 天穹の船 篠　綾子

591ク 定年後のお金 楠木　新 Ｆショ 〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路　幸也

596.7デ ＤＩＹでコーヒーを楽しむ本 Ｆシン 絶対聖域 新堂　冬樹

596オ 自炊のトリセツ 小田　真規子 Ｆセナ ポロック生命体 瀬名　秀明

645.7ネ ねこさま名鑑１００ パイインターナショ ナル Ｆタカ 犬のかたちをしているもの 高瀬　隼子

686.2タ すごいぞ！関西ローカル鉄道物語 田中　輝美 Ｆナカ 帝都地下迷宮 中山　七里

751.4フ ねんどで作るナチュラルシックなブローチ１８６ ｆｕｊｉ－ｇａｌｌｅｒｙ Fナツ 新・紫式部日記 夏山　かほる

780.7オ おうち筋トレの本 日経ヘルス Ｆニレ 終の盟約 楡　周平

801.7シ ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸 Fヒョ２ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説　ふた巻きめ 雹月　あさみ

910.2ハ 綴る女 林　真理子 Ｆヒロ 赤の王 廣嶋　玲子

911.1オ ざんねんな万葉集 岡本　梨奈 Ｆフジ 愛するいのち、いらないいのち 冨士本　由紀

914.6ア 孤独も板につきまして あたそ Ｆホン 流浪の大地 本城　雅人

914.6イ 道子の草文 石牟礼　道子 Ｆマチ 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平

914.6カ 晴れの日散歩 角田　光代 Fマヤ１ 神域　上 真山　仁

914.6キ ５０代、足していいもの、引いていいもの 岸本　葉子 Fマヤ２ 神域　下 真山　仁

914.6キ 黄犬交友抄 ドナルド・キーン Fミナ 東京普請日和 湊　ナオ

914.6キ 生きるための辞書 北方　謙三 Fムラ 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田　紗耶香

914.6ソ 病気も人生 曽野　綾子 Ｆヤマ あたしの拳が吼えるんだ 山本　幸久

914.6ソ 「群れない」生き方 曽野　綾子 Ｆヨシ 流卵 吉村　萬壱

914.6ソ 長生きしたいわけではないけれど 曽野　綾子 Ｆワタ 祟り神 輪渡　颯介

914.6ヤ ４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田　詠美 BFニャ ニャンニャンにゃんそろじー 有川　ひろ

933.7オ サンセット・パーク ポール・オースター B914.6オ ぷかぷか天国 小川　糸
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子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こ
どもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。もともとは、５月
５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、子ども
の読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である２０００年より現在の
４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日に期間を延長しました。
開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな
行事が行われてきました。

幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断
する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子ど
もに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えると
き、それが「こどもの読書週間」です。

ぜひ、お子さんと一緒に

本を読んでください♪

〇赤磐市立図書館で借りた資料（図書や視聴覚資料）をお近くの協力施設の窓口で

返却していただけるサービスです。

〇返却受付は協力施設の開館時間のみです。（返却ポストはありません。）

〇返却できるのは赤磐市立図書館所蔵の資料のみです。

〇貸出期間の延長手続きなどはできません。

手続きはとても簡単!!

どうぞご利用ください。

＜返却できる協力施設＞

・山陽公民館（赤磐市山陽1丁目10）

・高月公民館（赤磐市穂崎848-1）

・西山公民館（赤磐市西中220-1）

・笹岡公民館（赤磐市坂辺9）

・桜が丘いきいき交流センター（赤磐市桜が丘東5-5-391）

・仁堀出張所（赤磐市仁堀中1684-1）

返却するには・・・

①返却したい図書などをお近くの協力施設窓口へ持っていく。

② 「資料返却票」に氏名、返却冊数などの必要事項を記入する。

③返却したい図書などと返却票を窓口に渡す。

４月２６日（日）に予定しておりました

『子どもの読書週間おはなしかい』は新型コロナウイルスの感染拡大予防のた

め、中止いたします。

また、下記の「おはなしのへや☆もよおしもの」の

おはなし会等も当分の間、中止いたします。

・「絵本はともだち」

・「おはなしかい」

・「ボランティアおはなしかい」

・「民話の寺子屋」



  

「「防災」のやってはいけない」
ホームライフ取材班／著（369.3ボ）

【内容紹介】
強い揺れに襲われたとき、すぐに取るべき

行動は？冠水した道を非難する際に適した靴

は？水と食糧の備蓄は何日分が必要？具体的

な防災対策を、二択のクイズ形式で紹介する。

【一般書】

「きっとあえる」
鎌田 暢子／さく（Ｅカ アカ）

【内容紹介】
渡り鳥のマガンの子どもトットと、コハク

チョウのクークー。遠い北の国からやって

きて、日本で出会ったふたりは、やがて友

だちに。季節が変わり、暖かくなると、そ

れぞれ旅立つ時期を迎え…。あたたかな友

情のおはなし。

【児童書】

「歴史とは靴である」

磯田 道史／著（Y210.0イ）

【内容紹介】
過去の人々と、いま生きている自分に通

い合うモノとコト。歴史はむしろ実用品で

あって、靴に近いものではないか。岡山市出

身の歴史家の問いかけに、女子高生が真剣に

考える。

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

「人魚の眠る家」
（ＤＶＤ）

堤 幸彦/監督・東野圭吾/原作

【内容紹介】

娘の小学校受験が終わったら離婚する約

束をした仮面夫婦のもとに、突然悲報が届

く。愛するわが子はプールで溺れ意識不明

のまま、回復の見込みはないという。軌跡

を信じる夫婦は、ある決断を下すが、次第

に運命を狂わせていく。

【視聴覚資料】

４月１日（水）～４月３０日（木）

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

作 品 ： かぎ針編み小物

作 者 ： 鷲見 さん

小さい頃から手芸が好きでいろいろな作品にチャレンジしてき

ましたが、図書館にある編み物の本を参考にしてアクリルたわ

しを作ったのをきっかけに、かぎ針編みが大好きになりました。

仕事や家事の合間に少しずつ作成していますが、編み物に熱中

できる時間は私にとって癒しの時間となっています。

アクリルたわしやバッグなど展示いたしますので、よろしけれ

ばご覧になってください。

【新着図書情報】令和２年２月１３日～令和２年３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

007.6オ ＱＲコードの奇跡 小川　進 Ｆアサ 空洞電車 朝倉　宏景

049キ 奇跡の論文図鑑
NHK「ろんぶ～ん」制作

班 Ｆアダ 金木犀とメテオラ 安壇　美緒

159.6バ 「自分」を生きる 坂東　眞理子 Ｆアベ 海の十字架 安部　龍太郎

210.3イ いまさら聞けない「日本書紀」と天皇１２６代 瀧音　能之 Ｆイガ 金子と裕而 五十嵐　佳子

290.1ト あれもこれも地理学 富田　啓介 Ｆイト 茶聖 伊東　潤

336.4デ 電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー 尾形　圭子 Fイヌ ねなしぐさ 乾　緑郎

336.4ミ 仕事の成果って、「報・連・相」で決まるんです。 三上　ナナエ Ｆウエ しゃもぬまの島 上畠　菜緒

366.2ワ １０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕 Ｆウキ 楡の墓 浮穴　みみ

367.3テ きらいな母を看取れますか？関係がわるい母娘の最終章 寺田　和代 Fエク 去年の雪 江國　香織

369.3ツ 災害ケースマネジメント◎ガイドブック 津久井　進 Fオカ 戦時大捜査網 岡田　秀文

379.7サ 東大勉強力 齋藤　孝 Ｆオク 愛の色いろ 奥田　亜希子

379.9タ 子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ 田崎　篤 Fオノ 今日も町の隅で 小野寺　史宜

490.14サ エンド・オブ・ライフ 佐々　涼子 Fオン ドミノｉｎ上海 恩田　陸

490.14ト まぁるい死 徳永　進 Ｆカキ うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨

493.46エ 腸のトリセツ 江田　証 Fカジ 三年長屋 梶　よう子

493.74ナ スマホ依存から脳を守る 中山　秀紀 Ｆカス 小さき者たち 粕谷　知世

498.13ハ 病気にかかるお金がわかる本 畠中　雅子 Ｆカド 東京、はじまる 門井　慶喜

498.58ネ ひよこが教える爆やせ＆爆ムキ旨すぎ糖質オフレシピ 猫山　旬 Ｆキド 暗黒残酷監獄 城戸　喜由

498.58ミ 食べる投資 満尾　洋子 Ｆキノ まむし三代記 木下　昌輝

498.58ヤ 野菜はくすり 村田　裕子 Ｆクボ たおやかに輪をえがいて 窪　美澄

537.9ウ クルマの本棚 内野　安彦 Fクロ アパレル興亡 黒木　亮

588.6イ みその教科書 岩木　みさき Ｆクロ 暗い林を抜けて 黒川　創

589.2オ 大草直子のNEW　BASIC　STYLE 大草　直子 Ｆサイ わかれ縁 西條　奈加

589.2タ 今ある服でおしゃれに見せる「軸色」の法則 谷口　美佳 Ｆサト 言の葉は、残りて 佐藤　雫

590.4ウ
やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたら

その多さに驚いた。 梅田　悟司 Fシノ 天穹の船 篠　綾子

591ク 定年後のお金 楠木　新 Ｆショ 〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路　幸也

596.7デ ＤＩＹでコーヒーを楽しむ本 Ｆシン 絶対聖域 新堂　冬樹

596オ 自炊のトリセツ 小田　真規子 Ｆセナ ポロック生命体 瀬名　秀明

645.7ネ ねこさま名鑑１００ パイインターナショ ナル Ｆタカ 犬のかたちをしているもの 高瀬　隼子

686.2タ すごいぞ！関西ローカル鉄道物語 田中　輝美 Ｆナカ 帝都地下迷宮 中山　七里

751.4フ ねんどで作るナチュラルシックなブローチ１８６ ｆｕｊｉ－ｇａｌｌｅｒｙ Fナツ 新・紫式部日記 夏山　かほる

780.7オ おうち筋トレの本 日経ヘルス Ｆニレ 終の盟約 楡　周平

801.7シ ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸 Fヒョ２ トイレで読む、トイレのためのトイレ小説　ふた巻きめ 雹月　あさみ

910.2ハ 綴る女 林　真理子 Ｆヒロ 赤の王 廣嶋　玲子

911.1オ ざんねんな万葉集 岡本　梨奈 Ｆフジ 愛するいのち、いらないいのち 冨士本　由紀

914.6ア 孤独も板につきまして あたそ Ｆホン 流浪の大地 本城　雅人

914.6イ 道子の草文 石牟礼　道子 Ｆマチ 坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平

914.6カ 晴れの日散歩 角田　光代 Fマヤ１ 神域　上 真山　仁

914.6キ ５０代、足していいもの、引いていいもの 岸本　葉子 Fマヤ２ 神域　下 真山　仁

914.6キ 黄犬交友抄 ドナルド・キーン Fミナ 東京普請日和 湊　ナオ

914.6キ 生きるための辞書 北方　謙三 Fムラ 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田　紗耶香

914.6ソ 病気も人生 曽野　綾子 Ｆヤマ あたしの拳が吼えるんだ 山本　幸久

914.6ソ 「群れない」生き方 曽野　綾子 Ｆヨシ 流卵 吉村　萬壱

914.6ソ 長生きしたいわけではないけれど 曽野　綾子 Ｆワタ 祟り神 輪渡　颯介

914.6ヤ ４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田　詠美 BFニャ ニャンニャンにゃんそろじー 有川　ひろ

933.7オ サンセット・パーク ポール・オースター B914.6オ ぷかぷか天国 小川　糸


