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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】

バレーボール女子Ｖ・プレミアリーグに所属する『岡山シーガルズ』は、

現在、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！！

岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの一冊”をご紹介します☆
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    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで

今回ご紹介するのは、背番号８番の川畑愛希選手!!
岡山は本当にくだものがおいしい!!モモ・ブドウ　という

川畑愛希選手の「おすすめの一冊」です☆

川畑愛希選手【背番号８*滋賀県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

おすすめの本：「もぐら」　　　　

　　　　　　　矢月　秀作／著　　　　　　

おすすめの一言：アクション系で少し怖い部分もありますが、

　　　　　　　　主人公の強さ、カッコよさにすごくはまります。

　昨年に続き、今年の夏も、少しだけ開館時間が長くなります。

　朝は９時から開いているので、朝の散歩の途中、休憩に図書館に寄っていただいて
新聞や雑誌を読んでいただいたり、お出かけ前に寄って本を返却していただくことが
できます。また、午後７時まで開いているので、仕事帰りにちょっと寄って本を選んで
いただくこともできます。

　暑い夏、朝、夕、時間を有効に使って図書館で有意義な夏をお過ごしください。

※赤坂図書館・熊山図書館・吉井図書館の開館時間は午前９時から午後６時までです。

図書館の

開館時間が変わります。
中央図書館は午前９時から午後７時まで開館します。

（木曜日は午前９時から午後８時まで）

６月～８月は休館日は月曜日だけです☆

岡山のむかしばなし

絵本原画展 ４

日時 平成２８年５月２８日（土）～６月３日（金）
※３０日（月）休館日は除く

場所 赤磐市立中央図書館多目的ホール （入場無料）

「そらをとぶきつね」や「てんぐとねたろう」など「絵本岡山のむかしばなし」の原画を展示

します。色鮮やかな原画の世界をお楽しみください。

（昨年度とは異なる作品の展示となります。）

書名：絵本岡山のむかしばなし ８

「たぬきとかたつむり」

作家名：丸山 司珖
出版者：山陽新聞社出版局

５月２８日～５月３１日まで １０：００～１８：００

６月１日～６月３日まで ９：００～１９：００

（２日（木）は２０：００まで）

書名：絵本岡山のむかしばなし ７

「空をとぶきつね」

作家名：妹背 平三

出版者：山陽新聞社出版局
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「万能鑑定士Q」（DVD）

松岡 圭祐原作，綾瀬 はるか、松坂 桃李ほか出演

【内容紹介】
モナ・リザ来日を前に、鑑定士の莉子はルー

ヴル美術館の学芸員として研修に励んでいた。

だがモナ・リザについて知るほど莉子は体に

異変をきたし、鑑定眼が狂い始める。

「高校一冊目の参考書」

船登 惟希／著（Ｙ375 フ）

【内容紹介】
勉強に不安を抱く高校生・田中真草。偶然訪

れた古書店との運命的な出逢いから、受験へ

の考えが一変し。東大・京大・難関大に受か

る秘訣は? 本当に効率の良い勉強法がストー

リーで楽しくわかる一冊。

「戦うハニー」

新野 剛志／著（Ｆシン）

【内容紹介】

私立保育園「みつばち園」で保育士とし

て働き始めた星野親。そこは事情を抱えた

子どもたちが多く集まる園だった。星野は

体当たりで子どもたちやその家族と向き合

うが・・。「小説野生時代」掲載を書籍化。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「数ってどこまでかぞえられる?」

ロバート・Ｅ.ウェルズ／著 （Ｅ ウ キ）

せな あいこ／やく

【内容紹介】
数は1兆で終わるわけじゃない。もっと大き

い数があるよ! ほんとに、なによりも大きく

て、気が遠くなるほどマンモスサイズの数

字をあげるなら、グーゴル! ゼロが100個つ

くすごい数字、「グーゴル」のお話。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
５月１日（日）～５月３１日（火）
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　今回は、田並芳孝さんの35分の1スケールのタグボート

模型を展示させていただきます。

模型の製作には6か月～1年かかるそうです。

本物のタグボートと同様に、水の上を走行することができ、

放水や発煙、エンジン音も再現されているそうです。

細部まで忠実に仕上げられた作品をどうぞご覧ください。

作品：タグボート模型

作者：田並　芳孝さん（山陽3丁目在住）

【新着図書情報】平成２８年３月１０日～平成２８年４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

049オ５ おかんメール　５
『おかんメール』製作委

員会 Ｆアカ 鼠、地獄を巡る 赤川　次郎

070.4マ 新聞の正しい読み方　－情報のプロはこう読んでいる！－ 松林　薫 Ｆアサ かんかん橋の向こう側 あさの　あつこ

159.4サ 社会人に必要な９つの力 齋藤　孝 Fアサ 眩（くらら） 朝井　まかて

159.6イ ＮＹ流で３０秒で「美人！」と思わせる５５のルール 一色　由美子 Fアマ 幕末！疾風伝 天野　純希

289.1ゴ
五代友厚と渋沢栄一　－日本を飛躍させたふたりの男の

生涯－ Fアン 不惑のスクラム 安藤　祐介

291.7ル１７ るるぶドライブ中国四国ベストコース ’１７ Fイガ 気仙沼ミラクルガール 五十嵐　貴久

312.1オ
女たちの情熱政治　－女性参政権獲得から７０年の荒野に

立つ－

東京新聞・北陸中日新

聞取材班 Ｆイサ サブマリン 伊坂　幸太郎

331ヨ 世の中の見え方がガラッと変わる経済学入門 川本　明 Fイト 吹けよ風呼べよ嵐 伊東　潤

333.6ヤ 完全図解海から見た世界経済 山田　吉彦 Fイト 我々の恋愛 いとう　せいこう

336.8ミ
“ギモン”から逆引き！決算書の読み方　－イラスト＆図解

ですらすらわかる！－ 南　伸一 Fイヌ 花が咲くとき 乾　ルカ

338.7マ
マイホームのお金　－知ると知らないで一千万この差はで

かい！！－ 丸山　景右 Fイヌ 炎のタペストリー 乾石　智子

339.4サ １０年後に後悔しない保険の選び方・使い方 西藤　広一郎 Fイブ 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹　有喜

345.7キ Ｑ＆Ａすぐわかる軽減税率 日本経済新聞社 Ｆウエ 擬宝珠のある橋（髪結い伊三次捕物余話〔１５〕） 宇江佐　真理

361.8タ ２１世紀日本の格差 橘木　俊詔 Fウエ うめ婆行状記 宇江佐　真理

368.6ス ストーカー加害者　－私から、逃げてください－ 田淵　俊彦 Fオギ 海の見える理髪店 荻原　浩

369.3ヤ スマート防災　－災害から命を守る準備と行動－ 山村　武彦 Ｆカク 拳の先 角田　光代

404ウ
人間VSテクノロジー　－人は先端科学の暴走を止められる

のか－
ウェンデル・ウォラック Fカジ 杏奈は春待岬に 梶尾　真治

494.65イ 移植と家族　－生体肝移植ドナーのその後－ 一宮　茂子 Fカト アンバランス 加藤　千恵

498.58ナ 野菜の新常識にいい食べ方はどっち！？ 中沢　るみ Fカト 十三匹の犬 加藤　幸子

498.58フ 病気を寄せつけない腸寿食 藤田　紘一郎 Fクマ 希望の海　－仙河海叙景－ 熊谷　達也

565.8サ すごい！希少金属 斎藤　勝裕 Fサカ アンと青春 坂木　司

588.9シ 食品包装の科学 石谷　孝佑 Ｆサト 美女二万両強奪のからくり（縮尻鏡三郎〔９〕） 佐藤　雅美

590ゴ
毎日続くお母さん仕事　－おおまか、おおらか、だいたいで

やってます－ 後藤　由紀子 Fサト
コロボックルに出会うまで　－自伝小説サットルと『豆の

木』－ 佐藤　さとる

597.5フ １週間で８割捨てる技術 筆子 Fシバ 砂丘の蛙 柴田　哲孝

645.7シ しまい忘れた猫 Fシモ 真実の檻 下村　敦史

657.8タ
食べる薬草・山野草早わかり　－食べて効く！飲んで効

く！－ 主婦の友社 Fショ 恭一郎と七人の叔母 小路　幸也

689.2モ
訪日外国人観光客ビジネスがよ～くわかる本　－インバウ

ンドビジネスガイド－ 森山　敬 Fシラ ヒーロー！ 白岩　玄

R645.6ビ ビジュアル犬種百科図鑑
ドーリング・キンダース

リー社編集部 Fシン 戦うハニー 新野　剛志

R645.6ビ ビジュアル猫種百科図鑑
ドーリング・キンダース

リー社編集部 Ｆスオ
余命二億円　－Ｈｏｗ　much　is your　price？

－ 周防　柳

728.9タ
伝わる手書きの練習帖　－「きれい」×「かわいい」場面別

で印象アップ！－ 竹永　絵里 Ｆタカ 浮遊 高嶋　哲夫

780.7ア
子どもの運動神経はジャンケンゲームでみるみる育つ　－

運動の苦手な子ほど効果がでる！－ 東根　明人 Ｆタケ 涙香迷宮 竹本　健治

814.7ソ
それっ！日本語で言えばいいのに！！　－あなたはこんな

風に思っていませんか？－
カタカナ語研究会議 Fトウ 真説真田名刀伝 東郷　隆

814サ 語彙力こそが教養である 齋藤　孝 Fナカ 恩讐の鎮魂曲（レクイエム） 中山　七里

911.3ハ 俳句を遊べ！ 佐藤　文香 Fハタ KUHANA！　－JAZZ×ｋｉｄｓ－ 秦　建日子

911.4キ２
きみまろ「夫婦川柳」傑作選　２　奥様が笑う家には福来た

る
綾小路　きみまろ Fハラ 暗幕のゲルニカ 原田　マハ

914.6カ おめかしの引力 川上　未映子 Fフジ 武蔵無常 藤沢　周

914.6ソ 老境の美徳 曽野　綾子 Fフル あるいは修羅の十億年 古川　日出男

914.6ハ マリコ、炎上 林　真理子 Fマキ バベル九朔 万城目　学

915.6シ
あやしい探検隊台湾ニワトリ島乱
入

椎名　誠 Fミン みんなの怪盗ルパン 小林　泰三

929.5パ 黒い本 オルハン・パルク Fムラ ワンダフル・ワールド 村山　由佳

929.5パ１ 僕の違和感　上 オルハン・パルク Fモロ 風聞き草墓標 諸田　玲子

929.5パ２ 僕の違和感　下 オルハン・パルク Ｆヤマ 誰がために鐘を鳴らす 山本　幸久

933.7タ 楽しい夜 岸本　佐知子 Fヤマ 神様のコドモ 山田　悠介

936イ ７つの名前を持つ少女　－ある脱北者の物語－ イ　ヒョンソ Fヤマ 私のサイクロプス 山白　朝子

Ｂ391.6シ 杉原千畝　－情報に賭けた外交官－ 白石　仁章 Fヨシ 橋を渡る 吉田　修一

BFドウ 愚者の連鎖 堂場　瞬一 Fリビ 模範郷 リービ英雄


