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（元岡山大学教育学部非常勤講師）

歴史

講座

〒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】

８月は休館日は月曜日だけです☆

        　○木曜日は午後８時まで

 は休館日　８月…開館時間：午前９時から午後７時まで

　　　　　 ９月…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

９月１日（木）午前１０時３０分から中央図書館で受付開始します。（先着５０人）
※電話でのお申し込みもできます。
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『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４番の吉岡美晴選手!!

岡山で驚いたことはイオンモールの大きさ！という

吉岡美晴選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「神様のカルテ」　　　　

　　　　　　　夏川草介／著　　　　　

おすすめの一言：医者という人の命を助ける仕事に対しての、主人公の

　 　　　　　　葛藤や仲間と支え合い、患者さんのことを一番に考える

                　姿にとても心をうたれた作品です。

吉岡美晴選手【背番号４*大分県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

学校や職場の性の多様性について
～ありのままを認め、自分らしく生きるために～

今や１３人に１人くらい存在することがわかってきた性的マイノリティ（性同一性障害、

ＬＧＢＴなど）について語っていただきます。

心や体の性が一致せず、性的違和感を持ち、生きづらさを抱えている人がいることを

知って、多様性を認めて、ひとりひとりがいきいきと過ごせるまちをつくりましょう！

日時：８月１７日（木） １８：００～１９：３０

場所：中央図書館 １階 多目的ホール

講師：中塚 幹也さん（岡山大学大学院保健学研究科教授、岡山大学ジェンダークリニック医師）

定員：３０人（先着順）

託児：あり（希望される場合は８月１０日（木）までにお申し込みください。）

（図書館では受付を行いませんので、ご注意ください。）

【申し込み・問い合わせ先】本庁協働推進課 TEL：955-1114

第1回 ９月２１日（木）

テーマ：「赤磐を通った歴史」 場所：中央図書館多目的ホール
第２回１０月１２日（木）

テーマ：「決闘で迷った宮本武蔵」 場所：吉井図書館視聴覚室
第３回１０月２６日（木）

テーマ：「瀬戸内寂聴さんと奥の細道」 場所：赤坂管理センター多目的ホール

第４回１１月２日（木）

テーマ：「赤磐より天下に名高い児島三郎高徳」場所： くまやまふれあいセンター会議室

申し込みは

９月１日（金）

１０時から

中央図書館で

受付ます！

（電話可）

講師 石本 彰先生

定員５０名先着順・参加費無料

今回も赤磐をまわります！

時間は各回とも午後１時半から午後３時半まで。

ボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。

これからも、よろしくお願いいたします☆

サマータイム実施中!!　

今年も８月３１日までの予定で、サマータイムを実施しています。。。

午前９時から午後７時(木曜日は午後８時）までの開館となり、いつもよりゆっくり読書を楽しんでいただけます。

朝はお出かけの前に、夜はお仕事の帰りに・・・どうぞ図書館へお立ち寄りください。

図書館では、６月から８月まで、サマータイムとして開館時間を拡大しています。
午前９時から午後７時（木曜日は午後８時）までの開館となり、いつもよりゆっくり
読書を楽しんでいただけます。
朝はおでかけの前に、夜はお仕事の帰りに・・・どうぞお立ち寄りください。

ボランティアの皆さん、

　　いつもありがとうございます☆

赤磐市立図書館は、多くのボランティアの方に支えていただいています。

　ボランティアの方の活動は、傷んだ資料の修理や図書館内外の清掃、講座やイベントの

受付などのお手伝い、子ども達への絵本の読み聞かせやおはなし、外国語の資料や館内装

飾の作成など、多岐にわたっており、それぞれの分野で、皆さん積極的に活動してくださ

っています。

　また、中央図書館のトイレの中にお花を飾ってくださっている方もおられます。

　しかも、その方が活けてくださっているのは、私達が見落としてしまいがちな、道端に

咲いている四季折々の可憐な野の花です。

　先日は大葉を活けてくださっていて、それを見られた方から「暑い中、一服の清涼剤を

いただいたようで嬉しいです」とのお言葉をいただきました。
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「忘れない! 戦場で傷ついた子どもたち」

（DVD）

【内容紹介】
世界各地の内線や紛争で傷ついた子どもたち

を受け入れて、治療を施し母国へと帰す活動

を続けるドイツ国際平和村。平和村の16年

間の記録と、日本人ボランティアの活動を紹

介する。

「ジェリーフィッシュ・ノート」

アリ・ベンジャミン／著（Y933ベ）

【内容紹介】
夏休み直前にけんか別れした友達が海で溺れ

死んだことを知ったスージーは、納得できず、

原因をつきとめようとする。理系の頭脳を活

かして、挫折しながらも苦しみを乗り越えて

いくようすが丁寧に描かれている。

「文豪と暮らし」

開発社／編（910.2ブ）

【内容紹介】
夏目漱石のビスケット、太宰治の黒マント

など、文豪たちが愛してやまなかったもの

に目を向けると、彼らの素顔やライフスタ

イルが見えてくる。近代に活躍した４７名

の文豪の愛した物・食・場所を写真ととも

に紹介。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「科学の実験大図鑑」
ロバート・ウィンストン／著, 西川 由紀子／訳

（407ウ）

【内容紹介】
科学のふしぎを楽しく学ぼう! イギリスの科

学者ロバート・ウィンストン教授が、身近

にあるもので簡単にできる28の実験を紹介。

実験の手順はすべて写真付きでわかりやす

く説明する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

テーマ：「子どもの権利」について

　　　　　あかいわエコメッセのみなさん

８月１日（火）～８月３１日（木）

「第１９回あかいわエコメッセ」が赤磐市立中央図書館多目的ホールで開催されます。

8月5日（土）、６日（日）・10:00～１７:00。５日（土）は広河隆一写真展、高レベル廃棄物の

最終処分地、汚染された日本の食材等の情報展示。６日（日）は映画「日本と再生」－世界はもう

自然エネルギーへ動いている－の上映。（参加費５００円、高校生以下は無料）

図書館の展示コーナーでは、「子どもの権利」をテーマに、“あかいわエコメッセ”からの推薦図

書をご紹介します。本のリストを作成していますので、ご自由にお持ちください。

【新着図書情報】平成２９年６月８日～平成２９年６月２９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チ 勉強の哲学 千葉　雅也 Ｆアサ 福袋 浅井　まかて

022イ 「本をつくる」という仕事 稲泉　連 Ｆイト 悪左府の女 伊東　潤

070.2ヨ 仕事に役立つ専門紙・業界紙 吉井　潤 Ｆイヌ ゼンマイ 戌井　昭人

070ミ 人間はだまされる 三浦　準司 Ｆイノ あなたならどうする 井上　荒野

141.6ワ 新「感情の整理」が上手い人下手な人 和田　秀樹 Ｆイマ 星の子 今村　夏子

159.4オ 一秒宝 小栗　成男 Ｆオオ クジャクを愛した容疑者 大倉　崇裕

159ウ 運と友だちになる習慣 植西　聰 Ｆオオ 横濱エトランゼ 大崎　梢

159サ 斎藤一人品をあげる人がやっていること 斎藤　一人 Ｆカナ カストロの尻 金井　美恵子

210.1ニ 日本人は大災害をどう乗り越えたのか 文化庁 Ｆカワ スノウ・エンジェル 河合　莞爾

281.0シ 人生の終い方 ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆカン フォマルハウトの三つの燭台 神林　長平

291.0シ 神話ゆかりの地をめぐる古事記・ 日本書紀探訪ガイド 記紀探訪倶楽部 Ｆキウ 球道恋々 木内　昇

291.7ユ ゆったり行こう！中国・四国山歩きガイド 山歩きの会・遊道山 Ｆキリ デンジャラス 桐野　夏生

302.2ヒ 最後の超大国インド 平林　博 Ｆコン 変幻 今野　敏

332.1タ 経済ニュースの「なぜ？」を読み解く１１の転換点 田村　賢司 Ｆサク じごくゆきっ 桜庭　一樹

336.4オ 有期労働契約の無期転換がわかる本 岡田　良則 Ｆササ 危険領域 笹本　稜平

367.2フ ワンオペ育児 藤田　結子 Ｆサト 敵討ちか主殺しか 佐藤　雅美

369.2モ 妄信 朝日新聞取材班 Ｆシマ カタストロフ・マニア 島田　雅彦

371.3タ 子ども格差の経済学 橘木　俊詔 Ｆシマ わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本　理生

376.1タ 保育の仕事がわかる本 田代　和美 Ｆショ 東京カウガール 小路　幸也

385.9サ 「あの人すてき！」と思わせる美人な姿勢図鑑 彩希子 Ｆシラ 世界のすべてのさよなら 白岩　玄

486.0モ ゲッチョ先生の昆虫と自然の描き方教室 盛口　満 Ｆタケ 暗殺者、野風 武内　涼

490.14オ 遺族外来 大西　秀樹 Ｆタニ 囚われの島 谷崎　由依

497.26テ 毒出しうがい 照山　裕子 Ｆドウ １９３４年の地図 堂場　瞬一

498.3カ カラダにいいのはどっち？ 富家　孝 Ｆドバ チャップリン暗殺指令 土橋　章宏

501.8ト トコトンやさしい３Ｄものづくりの本 柳生　浄勲 Ｆナカ ドクター・デスの遺産 中山　七里

537.7マ 自動車整備が一番わかる 松平　智敬 Ｆナカ 若葉の宿 中村　理聖

566.3ニ 最新熱処理のしくみと技術 仁平　宣弘 Ｆニシ 最果ての街 西村　健

580.2ウ 昭和珍道具図鑑 魚柄　仁之助 Ｆハタ コンビ 畑野　智美

585.6イ 紙の日本史 池田　寿 Ｆハチ 横浜大戦争 蜂須賀　敬明

596.3イ 新しい食べ方でやせる＆健康になる寒天レシピ 石澤　清美 Ｆハナ 武蔵６ 花村　萬月

601.1コ これからの地域再生 飯田　泰之 Ｆハラ アノニム 原田　マハ

625.2タ リンゴを食べる教科書 丹野　清志 Ｆヒガ 探偵さえいなければ 東川　篤哉

626.9ワ 私にもできる！自然農法入門
MOA自然農法文化

事業団 Ｆヒグ 白い標的 樋口　明雄

675マ 宅配がなくなる日 松岡　真宏 Ｆヒグ あなたの隣にいる孤独 樋口　有介

724.4ダ 絵を描く基本　鉛筆＆水彩 醍醐　芳晴 Ｆフジ 武曲（むこく）２ 藤沢　周

726.6ヨ あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ Ｆフル 新任刑事 古野　まほろ

786.3ハ 自作キャンプアイテム教本 長谷部　雅一 Ｆホン 増山超能力師大戦争 誉田　哲也

793.2イ 池坊専好 Ｆマキ パーマネント神喜劇 万城目　学

809.2ナ チャンスをつかむ超会話術 中谷　彰宏 Ｆマチ ホサナ 町田　康

914.6ア 竜宮城と七夕さま 浅田　次郎 Ｆマツ ５まで数える 松崎　有理

914.6ハ 古都再見 葉室　麟 Ｆミチ 満月の泥枕 道尾　秀介

914.6ヤ 母ではなくて、親になる 山崎　ナオコーラ Ｆヤツ 某には策があり申す 谷津　矢車

915.6ニ 一私小説書きの日乗 西村　賢太 Ｆヤマ ジョン・マン６ 山本　一力

933.7ト 音楽と沈黙１・２ ローズ・トレメイン B399.2ユ 孫子の兵法 湯浅　邦弘

933.7ミ 木に登る王 スティーウン・ミルハウザー B788.1イ 股関節がみるみるゆるむすごい腰割り体操 元・一ノ矢

953.7フ ちいさな国で ガエル・ファイユ B933.7ス メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート


