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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☆

 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

【11月】
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【要申込】

日時：１１月３０日（水） １３：３０～１５：００
場所：中央図書館 多目的ホール
講師：岡崎 昭好さん（岡崎昭好事務所 司法書士）

★今回は介護保険課と講座を企画しました。

今回ご紹介するのは、背番号１８番の金田修佳選手!!

「岡山は自然が多くて星がキレイ！！桃がおいしいです。」

という金田修佳選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「明日もまた生きていこう」　　　　

　　　　　　　横山　友美佳／著　　　　　

【金田修佳選手【背番号１８*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

定員：３０人（先着順）

１１月１日（火）

午前１０時から

中央図書館 で

受付を開始します。

電話可。（先着３０人）

自分自身や親が高齢になってくると、日々の生活や財産管理が心配になってきます。

認知症になった場合はなおさら・・・。悪徳業者やオレオレ詐欺、親族間での相続トラブル、

老人ホームへに入所した親の金銭管理など、様々な悩みがでてきます。今回は、実際に後見人

として活躍されている司法書士の方から、成年後見制度の活用方法について学び、老後の備え

をしましょう。

おすすめの一言：同じバレー選手として感じる部分もあり、

　 　　　　　　今、バレーが出来ること、生きることに

            　    改めて感謝出来る一冊です。

中央図書館に関するいろいろなことをアップしていきます。

・イベント情報

・おすすめの本

・日々の出来事

・休館日案内 などなど・・・

ぜひ、ご覧になってください！

「いいね！」も

よろしくお願いします☆

【 アドレス ： https://www.facebook.com/赤磐市立中央図書館-294845317543372/ 】

【新着図書情報】平成２８年９月１５日～平成２８年１０月６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ヨ ＹＯ！サボロー　－あの「黒いやつ」、大解剖－ サボロー会議 Ｆアサ Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ あさの　あつこ

159ク スマホをやめたら生まれ変わった クリスティーナ・クルック Fアサ 最悪の将軍 朝井　まかて

159グ ぐでたま理論 愚河　伝太郎 Fアヤ 朝が来るまでそばにいる 彩瀬　まる

159ハ
成功者たちの「極意」　－世界一予約の取れない美容家だ

けが知っている－ 早野　實希子 Fイツ 虹を待つ彼女 逸木　裕

159フ マンガでわかる「やめる」習慣 古川　武士 Ｆイト 江戸を造った男 伊東　潤

289.3ム
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ贈る言

葉 ホセ・ムヒカ Ｆオカ 月輪先生の犯罪捜査学教室 岡田　秀文

291.0ウ 列島縦断５７４万歩 上野　啓一 Ｆオギ ストロベリーライフ 荻原　浩

318.5オ 公務員のＳＮＳ・文章術　－悩まず書ける！伝わる！－ 小田　順子 Fオク ヴァラエティ 奥田　英朗

318.6イ
町の未来をこの手でつくる　－紫波町オガールプロジェクト

－ 猪谷　千香 Ｆカタ 新しい鳥たち 片山　恭一

323.1カ よくわかる改憲問題　－高校生と語りあう日本の未来－ 川原　茂雄 Fキタ 遠い唇 北村　薫

336.2サ
職場の問題地図　－「で、どこから変える？」残業だらけ・

休めない働き方－ 沢渡　あまね Fキタ１ 魂の沃野　上 北方　謙三

336.4シ あなたを悩ます話してもわからない人 柴田　豊幸 Fキタ２ 魂の沃野　下 北方　謙三

338.9ス
ユーロから始まる世界経済の大崩壊　－格差と混乱を生み

出す通貨システムの破綻とその衝撃－

ジョ セフ・Ｅ．スティグ

リッツ Ｆキノ 戦国２４時　－さいごの刻－ 木下　昌輝

365.3カ
家族で地方移住、はじめました。　－働き方・生き方を変え

た、いまどきの子育て世代の選択－
移住ライフ研究会 Ｆコデ 曲がり木たち 小手鞠　るい

367.6イ 子どもとスマホ　－おとなの知らない子どもの現実－ 石川　結貴 Fサク 氷の轍 桜木　紫乃

369.4ヒ 貧困と保育　－社会と福祉につなぎ、希望をつむぐ－ 秋田　喜代美 Fサト 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子

424コ
世界の不思議な音　－奇妙な音の謎を科学で解き明かす

－
トレヴァー・コックス Ｆシズ 望み 雫井　脩介

494.8シ 原因を探らずに治すアトピー 清水　良輔 Ｆシミ わすれて、わすれて 清水　杜氏彦

498.34サ
自律神経を整える「長生き呼吸」　－なぜ呼吸を変えると

病気が治るのか？－ 坂田　隆夫 Ｆシモ 失踪者 下村　敦史

498.39サ ３分で立ち直る方法　－へこんだとき、つらいとき－ 笹氣　健治 Ｆショ スローバラード 小路　幸也

498.58サ 毎日食べたい乾物ヨーグルトレシピ　－決定版－ サカイ　優佳子 Ｆタカ 日本核武装 高嶋　哲夫

593.1イ いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本 安田　多賀子 Fタカ オライオン飛行 高樹　のぶ子

596.3ク クックパッドのおいしい厳選！野菜の作りおき クックパッド株式会社 Ｆタケ ペットショップボーイズ 竹吉　優輔

596.7ゲ ＴＥＡ　ＢＯＯＫ　－完璧な一杯を淹れるためのテクニック－ Ｌｉｎｄａ　Ｇａｙｌａｒｄ Fツジ 籠の鸚鵡 辻原　登

596イ ホイルでも！ペーパーでも！包み焼き 岩崎　啓子 Fドウ 黒い紙 堂場　瞬一

596ウ るすめしレシピ 上田　淳子 Ｆドバ 駄犬道中おかげ参り 土橋　章宏

596マ Ｍａａの幸せごはんノート Ｍａａ Ｆナカ ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里

659ミ
私、山の猟師になりました。　－一人前になるワザをベテラ

ン猟師が教えます！－ 三好　かやの Fナガ 白衣の嘘 長岡　弘樹

675.4イ インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部　真也 Fナナ わたしの隣の王国 七河　迦南

675ナ
正しい「値決め」の教科書　－ビジネスに絶対欠かせな

い！－ 中村　穂 Ｆハタ 罪のあとさき 畑野　智美

750コ まるごとハロウィン コダシマ　アコ Fハタ まことの華姫 畠中　恵

760.9ウ
誰が音楽をタダにした？　－巨大産業をぶっ潰した男たち

－
スティーヴン・ウィット Fハム 孤篷のひと 葉室　麟

786.3キ キャンプで子育て スノーピーク Ｆハラ 失踪．com －東京ロンダリング－ 原田　ひ香

787.6マ オはオオタカのオ ヘレン・マクドナルド Fハラ デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ

789.0ア 空気を読んではいけない 青木　真也 Ｆフカ 分かれ道ノストラダムス 深緑　野分

809.2ダ 誰からでも好かれるＮＨＫの話し方
ＮＨＫ放送研修セン

ター・日本語センター Ｆフジ 花や今宵の 藤谷　治

834イ 絵でわかる似ている英単語の使い方 石井　隆之 Ｆマツ 料理通異聞 松井　今朝子

911.4シ６ シルバー川柳　６　断捨離でうっかり夫捨てそうに
全国有料老人ホーム協

会 Ｆミツ 黒面の狐 三津田　信三

914.6チ 父へ母へ。１００万回の「ありがとう」 『ＰＨＰ』編集部 Ｆムラ 地上の星 村木　嵐

914.6ホ 穂村弘の、こんなところで。 穂村　弘 Ｆムラ 桜風堂ものがたり 村山　早紀

914.6ヨ 下北沢について 吉本　ばなな Ｆヤノ 生きる故　－「大坂の陣」異聞－ 矢野　隆

914.6ワ 私の「貧乏物語」－これからの希望をみつけるために－ 岩波書店編集部 Ｆヤマ 天晴れアヒルバス 山本　幸久

973エ ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ Ｆヤマ 芝浜　－落語小説集－ 山本　一力

993.6キ 四人の交差点 トンミ・キンヌネン Ｆユメ 陰陽師　玉兎ノ巻 夢枕　獏

B185.9イ はじめての古寺歩き 井沢　元彦 Ｆレン わずか一しずくの血 連城　三紀彦

B675.5オ 築地　魚の達人　－魚河岸三代目－ 小川　貢一 Fワタ 手のひらの京（みやこ） 綿矢　りさ

「いざ、読書。」

この言葉、最近、図書館内や本屋さんなどで目にされていませんか？
これは７０回目を迎えた今年の「秋の読書週間」の標語です。

読書週間が最初に制定されたのは１９２４（大正１３）年、関東大震災によって
大量の本や書物がなくなったことを受け、日本図書館協会が始めた「図書館週間」
が起源で、昭和に入ると一時は廃止されたようですが、終戦間もない１９４７年
(昭和２２）、まだ戦火の傷跡が国中の至るところに残っているなかで「読書の力
で、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社や取次会社、書店や公
共図書館、そして新聞・放送などのマスコミ機関なども加わり第１回の読書週間
が始まったということです。

その第１回は１１月１７日から開催されましたが、翌年の第２回から１１月３日の
「文化の日」を中心とした２週間ということで、１０月２７日～１１月９日と定め
今年で７０回目を迎えたそうです。

読書週間の標語については毎年一般公募で決められ、２０１６年度は「いざ、読書。」
この標語には、本を選ぶときの楽しさ、難しさが込められています。
すっかり秋も深まり、読書の季節になりました。

この素敵な季節に「いざ、読書。」新しい本との出会いを楽しんでください☆
そして、読書週間をきっかけに新しい世界に出会いませんか？

赤磐市立図書館でも、期間中の11月６日（日）には子どもから大人の方まで楽しんで
いただこうと「マジック」や「人形劇」「ミニコンサート」など魅力満載の「図書館
まつり」を開催するほか、赤磐市内の全図書館で「ことば」をテーマのお勧め資料の
展示なども行なっています。皆さん、ぜひお出かけください☆
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「種まく旅人

～みのりの茶～

～くにうみの郷～」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
赤磐市を舞台に制作され、１０月下旬に公開された

「種まく旅人～夢のつぎ木～」の前作２作品です。

※このＤＶＤは図書館内での視聴のみとなります。

「飛び込み台の女王」
マルティナ・ヴィルトナー／著（Ｙ943 ヴ）

【内容紹介】
カルラはナージャのあこがれの選手だった。しか

し、ある日を境に飛び込めなくなってしまう。周

囲の期待にさらされ、親友は競争相手。思春期の

さなかにあって激しい変貌をとげる、2人の少女

の変遷と成長を描く。ドイツ児童文学賞受賞作品。

「季節のことば」
中村 和弘／著（９１１キ）

【内容紹介】
おもに季語を中心に「季節のことば」を

テーマごとに分類し、その意味を解説する。

季節にまつわるコラムや、その季節ならで

はの工作アイデア、季節の食材を使った料

理のレシピも掲載。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「君の名は。」

新海 誠／作（Ｂ９１３ シ）

【内容紹介】
田舎町に暮らす女子高校生・三葉は、自分が

男の子になる夢を見る。一方、東京で暮らす男

子高校生・瀧も自分が女子高校生になる夢を見

る。2人は夢の中で入れ替わっていることに気づ

くが…。2016年8月公開映画の原作小説。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１１月１日（火）～１１月３０日（水）

作　品：焼き物　～釉薬作品～

作　者：鈴木　美賀子さん（桜が丘東４丁目）

　写真の大皿の模様は絵筆で描いたものではなく、和紙から

色を移しとる“和紙染め技法”で彩色されています。釉薬（ゆうやく）

には他にも“象嵌技法”“白化粧かきおとし技法”など様々な技法が

あり、焼き物の世界をどんどん広げて楽しむことができます。

そんな焼き物に魅せられた焼き物作家、鈴木さんの作品世界をどうぞ

お楽しみください。県展に入賞した作品も展示されますよ☆

【新着図書情報】平成２８年９月１５日～平成２８年１０月６日受入分より抜粋
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289.3ム
世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ日本人へ贈る言

葉 ホセ・ムヒカ Ｆオカ 月輪先生の犯罪捜査学教室 岡田　秀文

291.0ウ 列島縦断５７４万歩 上野　啓一 Ｆオギ ストロベリーライフ 荻原　浩

318.5オ 公務員のＳＮＳ・文章術　－悩まず書ける！伝わる！－ 小田　順子 Fオク ヴァラエティ 奥田　英朗

318.6イ
町の未来をこの手でつくる　－紫波町オガールプロジェクト

－ 猪谷　千香 Ｆカタ 新しい鳥たち 片山　恭一

323.1カ よくわかる改憲問題　－高校生と語りあう日本の未来－ 川原　茂雄 Fキタ 遠い唇 北村　薫

336.2サ
職場の問題地図　－「で、どこから変える？」残業だらけ・

休めない働き方－ 沢渡　あまね Fキタ１ 魂の沃野　上 北方　謙三

336.4シ あなたを悩ます話してもわからない人 柴田　豊幸 Fキタ２ 魂の沃野　下 北方　謙三

338.9ス
ユーロから始まる世界経済の大崩壊　－格差と混乱を生み

出す通貨システムの破綻とその衝撃－

ジョ セフ・Ｅ．スティグ

リッツ Ｆキノ 戦国２４時　－さいごの刻－ 木下　昌輝

365.3カ
家族で地方移住、はじめました。　－働き方・生き方を変え

た、いまどきの子育て世代の選択－
移住ライフ研究会 Ｆコデ 曲がり木たち 小手鞠　るい

367.6イ 子どもとスマホ　－おとなの知らない子どもの現実－ 石川　結貴 Fサク 氷の轍 桜木　紫乃

369.4ヒ 貧困と保育　－社会と福祉につなぎ、希望をつむぐ－ 秋田　喜代美 Fサト 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子

424コ
世界の不思議な音　－奇妙な音の謎を科学で解き明かす

－
トレヴァー・コックス Ｆシズ 望み 雫井　脩介

494.8シ 原因を探らずに治すアトピー 清水　良輔 Ｆシミ わすれて、わすれて 清水　杜氏彦

498.34サ
自律神経を整える「長生き呼吸」　－なぜ呼吸を変えると

病気が治るのか？－ 坂田　隆夫 Ｆシモ 失踪者 下村　敦史

498.39サ ３分で立ち直る方法　－へこんだとき、つらいとき－ 笹氣　健治 Ｆショ スローバラード 小路　幸也

498.58サ 毎日食べたい乾物ヨーグルトレシピ　－決定版－ サカイ　優佳子 Ｆタカ 日本核武装 高嶋　哲夫

593.1イ いちばんやさしい着物のお手入れ・お直しの基本 安田　多賀子 Fタカ オライオン飛行 高樹　のぶ子

596.3ク クックパッドのおいしい厳選！野菜の作りおき クックパッド株式会社 Ｆタケ ペットショップボーイズ 竹吉　優輔

596.7ゲ ＴＥＡ　ＢＯＯＫ　－完璧な一杯を淹れるためのテクニック－ Ｌｉｎｄａ　Ｇａｙｌａｒｄ Fツジ 籠の鸚鵡 辻原　登

596イ ホイルでも！ペーパーでも！包み焼き 岩崎　啓子 Fドウ 黒い紙 堂場　瞬一

596ウ るすめしレシピ 上田　淳子 Ｆドバ 駄犬道中おかげ参り 土橋　章宏

596マ Ｍａａの幸せごはんノート Ｍａａ Ｆナカ ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里

659ミ
私、山の猟師になりました。　－一人前になるワザをベテラ

ン猟師が教えます！－ 三好　かやの Fナガ 白衣の嘘 長岡　弘樹

675.4イ インターネットは流通と社会をどう変えたか 阿部　真也 Fナナ わたしの隣の王国 七河　迦南

675ナ
正しい「値決め」の教科書　－ビジネスに絶対欠かせな

い！－ 中村　穂 Ｆハタ 罪のあとさき 畑野　智美

750コ まるごとハロウィン コダシマ　アコ Fハタ まことの華姫 畠中　恵

760.9ウ
誰が音楽をタダにした？　－巨大産業をぶっ潰した男たち

－
スティーヴン・ウィット Fハム 孤篷のひと 葉室　麟

786.3キ キャンプで子育て スノーピーク Ｆハラ 失踪．com －東京ロンダリング－ 原田　ひ香

787.6マ オはオオタカのオ ヘレン・マクドナルド Fハラ デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ

789.0ア 空気を読んではいけない 青木　真也 Ｆフカ 分かれ道ノストラダムス 深緑　野分

809.2ダ 誰からでも好かれるＮＨＫの話し方
ＮＨＫ放送研修セン

ター・日本語センター Ｆフジ 花や今宵の 藤谷　治

834イ 絵でわかる似ている英単語の使い方 石井　隆之 Ｆマツ 料理通異聞 松井　今朝子

911.4シ６ シルバー川柳　６　断捨離でうっかり夫捨てそうに
全国有料老人ホーム協

会 Ｆミツ 黒面の狐 三津田　信三

914.6チ 父へ母へ。１００万回の「ありがとう」 『ＰＨＰ』編集部 Ｆムラ 地上の星 村木　嵐

914.6ホ 穂村弘の、こんなところで。 穂村　弘 Ｆムラ 桜風堂ものがたり 村山　早紀

914.6ヨ 下北沢について 吉本　ばなな Ｆヤノ 生きる故　－「大坂の陣」異聞－ 矢野　隆

914.6ワ 私の「貧乏物語」－これからの希望をみつけるために－ 岩波書店編集部 Ｆヤマ 天晴れアヒルバス 山本　幸久

973エ ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ Ｆヤマ 芝浜　－落語小説集－ 山本　一力

993.6キ 四人の交差点 トンミ・キンヌネン Ｆユメ 陰陽師　玉兎ノ巻 夢枕　獏

B185.9イ はじめての古寺歩き 井沢　元彦 Ｆレン わずか一しずくの血 連城　三紀彦

B675.5オ 築地　魚の達人　－魚河岸三代目－ 小川　貢一 Fワタ 手のひらの京（みやこ） 綿矢　りさ


