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「百人一首」には、人間ドラマのすべてがあると言う人がいます。
「百人一首」の文化や歴史を紹介し、季節の歌を取り上げます。歌が
詠まれた背景や場面を踏まえながら、一首一首を読み解き、「百人一
首」の魅力に迫ります。

〒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☆

 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
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今回ご紹介するのは、背番号１７番の林日向子選手!!
岡山のお気に入りは白桃ソフトクリームです。という

林日向子選手の「おすすめの一冊」です☆

【林日向子選手【背番号１７*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

おすすめの本：「流星の絆」　　　　

　　　　　　　東野　圭吾／著　　　　　
おすすめの一言：兄妹愛がすごく感じられる作品です。両親が殺され、

　 　　　　　　その犯人を三兄妹で探し見つける話です。

            　    とてもオススメです！

リサイクルブックフェア

　図書館で不用になった本や雑誌、ご寄贈いただいた本など、たくさんの資料が

会場に並びます。ご希望の方はお一人10点までお持ち帰りいただけます。

（同じタイトルの雑誌は3点まで）もちろん無料です。

　　※最終日は無制限でお持ち帰りいただけます。

赤坂・熊山・吉井でも

同期間開催！

期間中はご家庭で不用に

なった本の持込もできます

“えがお☆キラリ“

☆1０:30～1１:30 おはなし会と工作「ペットボトルで空気砲」

☆13:00～14:00 大型ペープサート「さるかに」 大型紙しばい ほか

☆14:15～15:15 ワクワク☆マジックショー

☆15:30～16:30 ミニ☆コンサート

10月1日から11月6日までの期間、市内図書館で『ことば』をテーマに
本の展示を行います。どうぞお出かけください。

読書の秋の一日。図書館では楽しい時間を過ごせるようなイベントがずらり!!

皆さんおそろいでお出かけください。

　図書館ボランティアの皆さんによるおはなし会。

　楽しいおはなしの後はペットボトルで空気砲を作ってみよう！

入場無料

申し込み不要

不思議いっぱい！おもしろびっくりマジックショー！！ドキドキ楽しんだ後は

一緒にマジシャンになってみよう。　<出演>津山マジッククラブの皆さん

『とと姉ちゃんのテーマ』『上を向いて歩こう』『パッフェルベルのカノン』など

皆さんご存知の曲ばかりの楽しいコンサートです。　<出演>小堀佳代子さんと仲間たち

演奏つきの迫力ある大型ペープサートや大型紙芝居「かっぱとてんぐとかみなりどん」。

みんなでおはなしの世界を楽しみましょう☆　<出演>積み木の会の皆さん

平成２８年度 赤磐市立中央図書館主催文学講座

時間：午後２時から４時

場所：赤磐市立中央図書館 多目的ホール

講師：佐藤 雅代さん （山陽学園大学教授）

申し込み

１０月２５日（火）午前１０時３０分から中央図書館で受付けます！（先着５０名）
お電話でのお申し込みもできます（Ｔel. ０８６－９５５－００７６）

参加費

無料
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「ペンタトニックス」

ペンタトニックス ／歌（ＣＤ）

【内容紹介】
2011年のデビュー以来、驚異的な勢いでア

カペラ・センセーションを巻き起こしている

ペンタトニックス。オリジナル曲を中心に収

録。

「いい人ランキング」

吉野 万理子／著（Ｙ913 ヨ）

【内容紹介】
人の悪口は言わない、「宿題を見せて」と

言われたら気前よく見せる。みんなから「い

い人」と呼ばれるのは、いいことだと思って

いた。夏休み明けの教室で起こった小さな変

化はやがて。ちょっとビターな青春小説。

「頭痛女子バイブル」

五十嵐 久佳／監修（493.74 ズ）

【内容紹介】
薬に依存しなくても、日常のちょっとした

工夫で、頭痛は減らしたり軽くしたりする

ことができます。

頭痛持ちの女性に向けて、頭痛のタイプや、

頭痛を減らすセルフケアなどを紹介します。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「和服がわかる本」

こどもくらぶ／編（３８３ ワ）

【内容紹介】
七五三、成人式、結婚式など、さまざまな

場面で着用される和服。和服の基礎から着

物のマナー、ゆかたの着方、着物の素材と

生地までを写真やイラストで紹介する。和

服に関する用語の英語も掲載。見返しに着

物の基本構造あり。

【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（土）～１０月３０日（日）

作　品：ペーパーフラワー

作　者：ペーパーフラワー教室（いきいき交流センター）

　今回は、いきいき交流センターで活動されているペーパーフラワー教室の

皆さんの作品です。講師：内田美南子さんの指導のもと、活動されています。

華やかなペーパーフラワーは、専用の紙を切って、のばしたり、カーブをつけ

たりして作ります。まるで本物の花が咲いたようです。

色とりどりの美しいペーパーフラワーの世界をお楽しみください。

【新着図書情報】平成２８年８月１１日～平成２８年９月８日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

007.1カ
人間さまお断り　－人工知能時代の経済と労働の手引き

－
ジェリー・カプラン Ｆアカ 友の墓の上で 赤川　次郎

019.9ツ 文庫本宝船 坪内　祐三 Ｆアサ 風を繡（ぬ）う あさの　あつこ

140.4キ ネコロジー　－アドラーと猫の心理テスト－ 清田　予紀 Ｆイガ ７デイズ　－日韓特命捜査ファイル－ 五十嵐　貴久

159サ
斎藤一人しあわせを招くねこ　－ココロが晴れる魔法の言

葉－ 斎藤　一人 Ｆイシ 西一番街ブラックバイト 石田　衣良

210.7カ 戦争まで　－歴史を決めた交渉と日本の失敗－ 加藤　陽子 Ｆイチ 蜜柑花子の栄光 市川　哲也

281.0ハ 日本人の肖像 葉室　麟 Ｆイナ 月兎耳の家 稲葉　真弓

281.0マ 日本人のひたむきな生き方 松本　創 Ｆイヨ ブルーネス 伊与原　新

319.8ヒ ヒロシマに来た大統領　－「核の現実」とオバマの理想－ 朝日新聞取材社 Ｆイワ 天下と計る 岩井　三四二

335ヨ ひとりビジネスのはじめ方　－「好き」を仕事にする！－ 吉田　英樹 Ｆオオ よっつ屋根の下 大崎　梢

336コ
あなたが作る等身大のＢＣＰ　－今のままでは命と会社を

守れない！－ 昆　正和 Ｆカキ 室町無頼 垣根　涼介

336チ 小さな会社の総務・労務・経理 大田原　幸司 Ｆカシ 少年聖女 鹿島田　真希

338.7イ 住宅ローンがよ～くわかる本　－ポケット図解－ 石橋　知也 Ｆカト 四百三十円の神様 加藤　元

360.4ヤ 結婚クライシス　－中流転落不安－ 山田　昌弘 Ｆカド ゆけ、おりょう 門井　慶喜

368.6イ 「鬼畜」の家　－わが子を殺す親たち－ 石井　光太 Ｆカワ ８００年後に会いにいく 河合　莞爾

369.3イ
もしもごはん　－かんたん時短、「即食」レシピ

－ 今泉　マユ子 Ｆキリ 猿の見る夢 桐野　夏生

379.9タ
子どもの「書く力」は家庭で伸ばせる　－作文・読書感想文

－ 高濱　正伸 Ｆクジ ベルサイユの秘密 鯨　統一郎

482.1ヤ
野生動物の餌付け問題　－善意が引き起こす？生態系撹

乱・鳥獣害・感染症・生活被害－ 畠山　武道 Ｆクマ 揺らぐ街 熊谷　達也

493.74ズ
頭痛女子バイブル　－痛くなるワケから、治し方までまるご

と頭痛のこと。－ 五十嵐　久佳 Ｆコマ 始皇帝の永遠　－天下統一－ 小前　亮

497.3シ 歯医者に聞きたい顎関節症がわかる本 島田　淳 Ｆサイ 刑罰０号 西條　奈加

498.39タ 本当は脳に悪い習慣、やっぱり脳にいい習慣 瀧　靖之 Ｆサイ ４０歳の言いわけ 斉木　香津

498.58グ グリーンスムージー　－ひとめでわかるデトックスレシピ－ フェーン・グリーン Ｆサカ 女子的生活 坂木　司

507.1ジ 世界とつくった６つの革命の物語　－新・人類進化史－ スティーブン・ジョ ンソン Ｆサト ＱＪＫＪＱ 佐藤　究

538.8イ
空の旅を科学する　－人工知能がひらく！？２１世紀の「航

空管制」－ 伊藤　恵理 Ｆサト 侍の本分 佐藤　雅美

549.3シ
電子回路が一番わかる　－電子工学を学ぶはじめの一歩

－ 清水　暁生 Ｆシオ 罪の声 塩田　武士

590.4ワ
やめてみた。　－本当に必要なものが見えてくる暮らし方・

考え方－
わたなべ　ぽん Ｆシバ あおぞら町　春子さんの冒険と推理 柴田　よしき

596.6タ
世界一かんたんに作れるぐるぐるパンちぎりパ

ン
たかや　ちかこ Ｆシン ホームズ四世 新堂　冬樹

596オ
いつもの材料でおいしい和えもの　－忙しい人でもすぐに

作れる－ 大原　千鶴 Ｆチハ 夜に啼く鳥は 千早　茜

645.6マ
柴犬フクと猫のタラ。　－自然の中で２匹が織りなすのんび

りな日々－ 松田　智恵 Ｆツシ 狩りの時代 津島　佑子

645.7ナ おこりんぼ猫　－見ている方は３秒でキュン死確実！－ 中山　祥代 Ｆナカ 作家刑事毒島 中山　七里

673.3二
クレーム応対の教科書　－わかる！！できる！！売れ

る！！－ 西村　宏子 Ｆナカ カオルちゃーん！！　－岸和田少年愚連隊不死鳥篇－ 中場　利一

675リ なぜ、お客様は「そっち」を買いたくなるのか？ 理央　周 Ｆハナ 日蝕えつきる 花村　萬月

686.2タ ローカル鉄道という希望　－新しい地域再生、はじまる－ 田中　輝美 Ｆヒガ 危険なビーナス 東野　圭吾

720.2ヒ 一００歳が聞く一００歳の話 日野原　重明 Ｆミサ メビウス・ファクトリー 三崎　亜記

763.2テ
子どもに作ってあげたい最新版スポーツめし　－単品メ

ニューも定食メニューもこれでＯＫ－ 新生　暁子 Fミハ 図書館ホスピタル 三萩　せんや

788.2ヨ 強く、潔く。　－夢を実現するために私が続けていること－ 吉田　沙保里 Ｆミヤ スペース金融道 宮内　悠介

810.4カ 笑える日本語辞典　－辞書ではわからないニッポン－ ＫＡＧＡＭＩ＆Ｃｏ． Ｆミヤ１ ドナ・ビボラの爪　上 宮本　昌孝

914.6イ 小説家と過ごす日曜日 石田　衣良 Ｆミヤ２ ドナ・ビボラの爪　下 宮本　昌孝

914.6サ 九十歳。何がめでたい 佐藤　愛子 Ｆムラ 空はいまぼくらふたりを中心に 村上　しいこ

914.6サ 朝からスキャンダル 酒井　順子 Ｆモリ 俗・偽恋愛小説家 森　晶麿

933.7キ１ ミスター・メルセデス　上 スティーヴン・キング Fヤズ 明日の食卓 椰月　美智子

933.7キ２ ミスター・メルセデス　下 スティーヴン・キング Ｆヤツ 信長さまはもういない 谷津　矢車

933.7ド すべての見えない光 アンソニー・ドーア Ｆヤナ 柳屋商店開店中 柳　広司

936サ キッド　－僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか－ ダン・サヴェージ Ｆヤマ 壁抜けの谷 山下　澄人

B498.58キ
食べても食べても太らない法　－読んでるうちに「ムダな食

欲」が消えていく！－ 菊池　真由子 Ｆユキ バイバイ・バディ 行成　薫

B590.4ヨ もうすぐ１００歳、前向き。　－豊かに暮らす生活術－ 吉沢　久子 Ｆユズ あしたの君へ 柚木　裕子

BFスズ 痴れ者の果　－書き下ろし長編時代小説－ 鈴木　英治 Ｆヨシ ヒワマン日和 吉永　南央


