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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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祝★  は休館日　　開館時間：午前１０時から午後６時まで

                               　○木曜日は午後８時まで

【10月】
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今回ご紹介するのは、背番号１４番の山河加苗選手!!
岡山は災害が少なく、住みやすい。という

山河加苗選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「上昇思考」　　　　

　　　　　　　長友　佑都／著　　　　　

おすすめの一言：スポーツをする時や普段の生活の中で、長友選手が

　 　　　　　　心がけていることや物事のとらえ方が経験したことに

            　    基づいて書かれており、とてもためになる本です。

【山河加苗選手【背番号１6*岡山県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）リベロ】

第1回 ９月２２日（木）
テーマ：「お江戸のにぎわい 大道芸」

場所：中央図書館多目的ホール
第２回１０月１３日（木）

テーマ：「大坂城夏の陣」

場所：赤坂管理センター多目的ホール

第３回１０月２７日（木）

テーマ：「太平記が通った岡山県」

場所：くまやまふれあいセンター多目的ホール

第４回１１月２５日（木）
テーマ：「鞭声粛々じゃぶじゃぶ川中島」

場所：午前の部 中央図書館多目的ホール
午後の部 吉井図書館視聴覚室

時間は午後１時半から午後３時半まで。

※第４回の午前の部のみ１０時から１２時までです！

今回は赤磐をまわります！
（元岡山大学教育学部非常勤講師）

９月１日(火）１０時３０分より中央図書館にて、

受講申し込み受付始まります！

図書館の夏時間

サマータイムが終わりました☆

ご利用ありがとうございました！！

現在、赤磐市立図書館では「暮らしに役立つ図書館」を目標に運営や利用者の方への

サービスなどに改善と工夫を加えるよう努力しています。
今回のサマータイムの試行もその一環として実施させていただきました。

また、現在の赤磐市立図書館に対しての皆さまのお声を聞かせていただきたいと考え
期間中にはアンケートもお願いしました。
お忙しい中、アンケートにご協力いただいた皆さまありがとうございました。
なお、その結果については、後日公表させていただきます。

図書館では、６月１日（水）から８月３１日（水）まで、昨年に続きサマータイムを
実施しました。
期間中は、開館時間を午前・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。
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ました。

これからも、ご利用いただく皆さまの目線にたったサービスの提供を心がけていきたい
と考えております。
今後とも、赤磐市立図書館をどうぞよろしくお願いいたします☆

歴史

講座

★中央図書館のＦａｃｅｂｏｏｋページ、始めました★
【アドレス】 h t tps ://www. facebook .com/赤磐市立中央図書館-294845317543372/

図書館のホームページからも開くことができます。

行事等いろいろなお知らせが載っています！ぜひ、ご覧ください。

https://www.facebook.com/赤磐市立中央図書館-294845317543372/
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「生命大躍進 第1集～３集」
（DVD）

【内容紹介】
私達は、なぜ今ここにいるのか。人間が人

間になった決定的な鍵、進化の「大躍進」を

DNAから紐解く。第1集は「目の誕生」、第

2集は「母の愛の誕生」、第3集は「知性の

誕生」の物語。

「世界を７で数えたら」
ホリー・ゴールドバーグ・スローン／著

（Ｙ933 ス）

【内容紹介】
7番目の月の7番目の日に、あたしの新しい

両親は、自宅から257マイルの病院まで行っ

て、生まれたばかりのあたしを引き取った。

7という数字にこだわる天才少女が、自分の

生きる場所を見つけ、成長していく物語。

「アンマーとぼくら」

有川 浩／著（Ｆアリ）

【内容紹介】
休暇で沖縄に帰ってきたリョウは、親孝

行のため「おかあさん」と島内を観光する。

一人目の「お母さん」はリョウが子供の頃

に亡くなり、再婚した父も逝ってしまった。

観光を続けるうち、リョウは何かがおかし

いことに気がつく。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「10歳からのお料理教室」

大瀬 由生子／著（596オ）

【内容紹介】
ひな祭りのちらしずし、こいのぼりのスパ

ムおにぎり、お彼岸の3色おはぎ、節分の恵

方巻き…。行事を象徴するデコレーション

で飾った料理のつくり方を、プロセス写真

入りでわかりやすく紹介する子ども向けレ

シピ集。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

作　品：切り紙クラフト

作　者：増田　教子さん（赤磐市在住）

９月１日（木）～９月２８日（水）

　今回は、増田教子さんの作品を展示させていただきます。

和紙、折り紙、画用紙などいろいろな紙の素材で作られています。

切り絵やカードなど、繊細で手の込んだ作品たちは、何日もかけて

切っていくものもあり、細かい部分が多く根気のいる作業です。

鮮やかな色彩も作品の魅力です。ぜひ細部までじっくりご覧ください。

【新着図書情報】平成２８年７月１４日～平成２８年８月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

002.7コ すごいメモ。　－仕事のスピード・質が劇的に上がる－ 小西　利行 Ｆアサ 落陽 朝井　まかて

007.3ド
ＩＣＴ未来予想図　－自動運転、知能化都市、ロボット実装

に向けて－ 土井　美和子 Ｆアベ 玉依姫 阿部　智里

019.9ツ 枕元の本棚 津村　記久子 Ｆアラ ダイエット物語…ただし猫 新井　素子

159セ
持たないヤツほど、成功する！　－モノなし、見栄なし、しが

らみなし－ 千田　琢哉 Ｆアリ アンマーとぼくら 有川　浩

159ダ 自分を操る超集中力 ＤａｉＧｏ Ｆイケ 陸王 池井戸　潤

291.0セ１６
青春１８きっぷパーフェクトガイド　２０１６－２０

１７ 谷崎　竜 Ｆイシ 海の家族 石原　慎太郎

291.0ト 日本の美しい里の四季 富田　文雄 Ｆイト 歌姫メイの秘密 伊藤　たかみ

336.4イ トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇うルール 井寄　奈美 Ｆイヌ 青藍の峠　－幕末疾走録－ 犬飼　六岐

336フ
ビジネススキル大全　－２時間で学ぶ「成果を生み出す」全

技術－ 藤井　孝一 Ｆイヌ 酔狂市街戦 戌井　昭人

338.9コ 知識ゼロからのユーロ入門 小島　健 Ｆカワ１ 青い海の宇宙港　春夏編 川端　裕人

338ビ お父さんが教える１３歳からの金融入門 デヴィット・ビアンキ Ｆコン 去就 今野　敏

345.1ゼ 税金考　－ゆがむ日本－ 日本経済新聞社 Ｆサワ ずうのめ人形 澤村　伊智

367.3ノ 家族のゆくえは金しだい 信田　さよ子 Ｆシイ ケレスの龍 椎名　誠

375.2二 親なら知っておきたい学歴の経済学 西川　純 Ｆタニ 大沼ワルツ 谷村　志穂

376.8ダ 大学入試改革　－海外と日本の現場から－ 読売新聞教育部 Ｆタマ ショートショート千夜一夜 田丸　雅智

377.9オ ブラックバイトに騙されるな！ 大内　裕和 Ｆチェ ジニのパズル 崔　実

404モ５
もっと知りたい！「科学の芽」の世界　ＰＡＲＴ５　－ノーベル

賞への夢を紡ぐ－ 永田　恭介 Ｆツキ 水戸黄門　－天下の副編集長－ 月村　了衛

407ウ
ビーカーくんとそのなかまたち　－この形にはワケがある！

ゆかいな実験器具図鑑－ うえたに夫婦 Ｆツジ１ 東京會舘とわたし　上　旧館 辻村　深月

493.2イ
女子栄養大学栄養クリニックのコレステロールを下げる！

毎日続けられる食べ飽きない食材＆レシピ 弥冨　秀江 Ｆツジ２ 東京會舘とわたし　下　新館 辻村　深月

493.75二 認知症の食事ケア　ともに笑顔の毎日ごはん 山口　晴保 Ｆトリ
ブッポウソウは忘れない

　　　　　　　－翼の謎解きフィールドノート－ 鳥飼　否宇

498.55ナ
なにをどれだけ食べたらいいの？　第３版　－バランスの

よい食事ガイド－ 香川　芳子 Fナナ 偶然屋 七尾　与史

498.58ケ
ケトジェニックダイエットレシピ　－おいしく食べてみるみる

やせる！－ 斎藤　糧三 Ｆニキ 三舟、奔る！ 仁木　英之

498.58ム やせる冷蔵庫 村山　彩 Ｆニシ 十津川警部日本周遊殺人事件　－世界遺産編－ 西村　京太郎

533.3ス トコトンやさしい蒸気の本 勝呂　幸男 Ｆニシ 蠕動で渉れ、汚泥の川を 西村　賢太

588.5タ
キリンビール高知支店の奇跡　－勝利の法則は現場で拾

え！－ 田村　潤 Ｆニレ ドッグファイト 楡　周平

590.4エ わたしの暮らし、かえる、かわる。　－ＯＵＲＨＯＭＥ－ Ｅｍｉ Ｆハシ お春 橋本　治

590.4マ しない家事 マキ Ｆハタ おおあたり 畠中　恵

590ナ
家事がラクになるシンプルな暮らし　－持たない　ためこま

ない　使いまわす－ 中山　あいこ Ｆハム 津軽双花 葉室　麟

595.4カ ディズニーヘアアレンジブック 金子　真由美 Ｆハヤ 中島ハルコはまだ懲りてない！ 林　真理子

596.3ク クックパッドのおいしい厳選！麺類レシピ クックパッド株式会社 Ｆハル 行方 春口　裕子

596.6ベ ベイクショ ップ！　１０店の焼き菓子レシピと店づくり－ 柴田書店 Ｆホン 英雄の条件 本城　雅人

645.7コ まゆげ猫のサム アマンダ Ｆホン 北高野球部学生監督ガイ 本田　有明

673.9マ 不動産投資の超基本 牧野　知弘 Ｆマツ 月刊「小説」 松波　太郎

726.6セ ねないこはわたし せな　けいこ Ｆマツ すごろく巡礼　－代書屋ミクラ－ 松崎　有理

757.3ム
色彩ルールブック　－色を上手に使うために知っておきたい

基礎知識－ 武川　カオリ Ｆマリ 私が失敗した理由は 真梨　幸子

810.4オ 字幕屋の気になる日本語 太田　直子 Ｆミチ スタフ 道尾　秀介

910.2ア 強父論 阿川　佐和子 Ｆミツ 怪談のテープ起こし 三津田　信三

914.6キ 週末介護 岸本　葉子 Ｆムト 松本城、起つ 六冬　和生

916ク トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳　徹子 Ｆムラ ラヴィアンローズ 村山　由佳

933.7ジ 人生の真実 グレアム・ジョ イス Ｆムラ コンビニ人間 村田　沙耶香

933.7ス あなたの自伝、お書きします ミュリエル・スパーク Ｆヤク ラストナイト 薬丸　岳

933.7ブ あたらしい名前
ノヴァイオレット・ブラワ

ヨ Ｆヤマ ずんずん！ 山本　一力

933.7ミ プーの細道にたった家 Ａ．Ａ．ミルン Ｆヤマ 美しい距離 山崎　ナオコーラ

943.7シ 誰もいないホテルで ペーター・シュタム Ｆヤマ 恋するハンバーグ　－佃はじめ食堂－ 山口　恵以子

963イ アウシュヴィッツの図書係
アントニオ・Ｇ．イトゥル

ベ Ｆヨコ マシュマロ・ナイン 横関　大

BFドウ 共犯捜査 堂場　瞬一 Ｆヨシ 治部の礎 吉川　永青


