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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】

 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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『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☆

【蔵書点検による休館のお知らせ】

２月17日（月）～２月２4日（月）のあいだ蔵書点検及び図書館システムの更新のため
休館させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

今回ご紹介するのは、背番号11番の髙柳萌選手!!

岡山でお気に入りの食べ物は桃のソフトクリーム♪という

髙柳萌選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの一言：塩害で崩壊しかけた東京で出会った2人の愛と

　 　　　　　　世界の運命を描いた物語で、悲しみの後に愛を

　　　　　　　感じる1冊です。

おすすめの本：「塩の街」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

【髙柳萌選手【背番号１１*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

民話の寺小屋発表会
～むかしむかしのおはなし会～

図書館ボランティアグループの“民話の寺小屋”は毎月第３日曜日午後２時から中央図書

館で昔話の語りをしています。今回は年に１回の拡大版です。昔話を聞いて心温まるひと

ときをお過ごしください。「昔懐かしい話」「笑える話」や「びっくりする話」などがあ

ります。親子で聞きに来てください。もちろん、おじいちゃんおばあちゃんも大歓迎です。

日時：１１月４日（土） 午後２時～３時３０分
場所：中央図書館 多目的ホール
対象：幼児 ～ 一般

申込不要／参加費無料

主催：民話の寺小屋

後援：中央図書館
たくさんのご来場、

お待ちしています！

リサイクルブックフェア 赤坂・熊山・吉井でも

同期間開催！

　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。

期間中は,ご家庭で

不用になった本の持込も

できます☆

岡山連携中枢都市圏・連携市町図書館相互利用

　平成２９年１１月1日から、赤磐市にお住まいの方も、岡山市、玉野市、備前市、真庭市、
和気町、早島町、美咲町、吉備中央町の各図書館で図書等を借りることができるように

なります。

・・・ご利用について・・・

○利用者カードの発行
　　利用したい市町ごとで利用者カードの発行が必要になります。　
　　各市町で利用登録をしてください。なお、利用登録には、運転免許証、健康保険証など
　　住所確認ができるものをご準備ください。

○貸出利用について
　　貸出冊数や貸出可能な資料など、利用についてはご利用いただくそれぞれの図書館の
　　規則に従ってください。

赤磐市以外の図書館が利用できるようになり、皆さんの読書の機会も増えることと思います。
いろいろな市町の図書館で、本に恋してみませんか

平成２９年１１月1日から　始まります!!

○図書の返却
　　借りた図書等は、必ず借りた図書館と同じ市町内の図書館へご返却お願いします。

１０月２７日（金）～１１月９日（木）は「読書週間」です。今年の標語は“本に恋する季節です”

【１１月】
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「アルセーヌ・ルパン」

ジャック・コンウェイ／監督（ＤＶＤ）

【内容紹介】
大胆不敵な怪盗、アルセーヌ･ルパンがパ

リの富裕層を恐怖に陥れていた。ゲルシャー

ル警部は社交界の花形であるシャルムラース

公爵がルパンとにらんで証拠をつかもうと捜

査する。

「漱石先生の手紙が

教えてくれたこと」

小山 慶太／著（Ｙ９１０コ）

【内容紹介】
夏目漱石が書き残した若者への手紙からは、

励ましや、ユーモア、人としての奥深さがに

じみ出ており、現代人にとっても温かなエー

ルとなる。示唆に富む手紙から、文豪・漱石

の新たな一面に迫る。

「その日の後刻に」

グレイス・ペリー／（著）

村上 春樹／（訳）

【内容紹介】
アメリカ文学シーンのカリスマ的存在と

して現在も尊敬を集める作家の最後の短篇

集を村上春樹が翻訳。「庭の中で」「物語

を聴く人」など全１７篇のほか、エッセイ

等も収録する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「6この点」
ジェン・ブライアント／文

ボリス・クリコフ／絵（Ｅク キ）

【内容紹介】
目が見えなくても、本が読みたい。文字

を読んだり、書いたりしたい。暗号から指

でさわって読む文字「点字」を発明した少

年ルイ・ブライユの物語。

【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：染色

作　者：熊山あゐの会

１０月１日（日）～１０月３１日（火）

　今回は、熊山公民館で活動されている熊山あゐの会の

皆さんの作品です。藍、桜の木、びわの葉、ススキなど

身近な草木で染色した作品は、自然な色合いが優しく美

しいです。自然の恵みである色とりどりの染色をどうぞ

お楽しみください。

【新着図書情報】平成２９年８月１０日～平成２９年９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

Ａ289.1ヤ 藩の借金200億円を返し、200億円貯金した男、山田方谷 皆木　和義 Ｆアイ マツリカ・マトリョシカ 相沢　沙呼

007.6デ できるキッズ子どもと学ぶＳｃｒａｔｃｈプログラミング入門 竹林　暁 Ｆアサ 末ながく、お幸せに あさの　あつこ

019.5ド どんな絵本を読んできた？
「この絵本が好

き！」編集部 Ｆアシ バック・ステージ 芦沢　央

033プ 世界のしくみまるわかり図鑑 リチャード・プラット Ｆイケ ヒストリア 池上　永一

146.8サ 風の電話 佐々木　格 Ｆイワ ジャパン・トリップ 岩城　けい

147ラ 夢と幽霊の書 アンドルー・ラング Ｆウエ 塔と重力 上田　岳弘

159.4コ 九十歳まで働く！ 郡山　史郎 Ｆウキ 鳳凰の船 浮穴　みみ

159ア 質素であることは、自由であること 有川　真由美 Ｆオガ ゲームの王国　上・下 小川　哲

210.1ﾓ もういちど読む山川日本史史料 下山　忍 Ｆオノ 本日も教官なり 小野寺　史宜

235.0マ 歴史の証人ホテル・リッツ ティラー・Ｊ.マッツェ オ Ｆクサ 院長選挙 久坂部　羊

289.1サ 西郷どんとよばれた男 原口　泉 Ｆコジ ぼくらはその日まで 小嶋　陽太郎

290ミ 中学校の地理が１冊でしっかりわかる本 宮路　秀作 Ｆコド いくさの底 古処　誠二

301オ 大人のための社会科 井手　英策 Ｆコヤ 望むのは 古谷田　奈月

302.2サ 地図でみる中国ハンドブック ティエリ・サンジュアン Ｆササ ソロ 笹本　稜平

336.2サ 「自分」の生産性をあげる働き方 沢渡　あまね Ｆサト Ａｎｋ：ａ　ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ　ａｐｅ 佐藤　究

338.1ミ 金利「超」入門 美和　卓 Ｆシモ 緑の窓口 下村　敦史

345ズ 図解最新税金のしくみと手続きがわかる事典 北川　ワタル Ｆシュ 狐と韃 朱川　湊人

367.7カ 「サードエイジ」をどう生きるか 片桐　恵子 Ｆショ さあ、文学で戦争を止めよう 笙野　頼子

368.2カ 入門貧困論 金子　充 Ｆショ 冤罪犯 翔田　寛

369.3イ 命を守る水害読本
命を守る水害読本

編集委員会 Ｆスワ 岩塩の女王 諏訪　哲史

404サ 図解身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻　健男 Ｆセイ 小指が燃える 青来　有一

410ヤ 面白くて仕事に役立つ数学 柳谷　晃 Ｆセオ 君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ

488.6ミ ペンギンの楽園 水口　博也 Ｆタカ 日曜日の人々 高橋　弘希

495.6シ 出生前診断、受けますか？ ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆタニ 移植医たち 谷村　志穂

502.1ニ 日本のものづくり遺産　２
国立科学博物館産業技術

史資料情報センター Ｆドウ ランニング・ワイルド 堂場　瞬一

518.5ナ ごみを資源にまちづくり 中村　修 Ｆナカ ゴースト 中島　京子

519ウ 地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平 Ｆナカ Ｒ帝国 中村　文則

534.6コ トコトンやさしいバルブの本 小岩井　隆 Ｆナカ 無敵の二人 中村　航

540ゼ 全部わかる電気 三栖　貴行 Ｆナガ 銀河の通信所 長野　まゆみ

547.3ミ はじめてのレコーディング 満田　恒春 Ｆニタ １００億人のヨリコさん 似鳥　鶏

590カ 人生の居心地をよくするちょうどいい暮らし 金子　由紀子 Ｆニレ 国土 楡　周平

596ク クックパッドの名作レシピまとめました。 クックパッド株式会社 Ｆネジ むーさんの自転車 ねじめ　正一

627.8ラ 美しいインドア・グリーン カロ・ラングドン Ｆハセ 神の涙 馳　星周

646.8モ もふもふインコ川柳 コンパニオンバード編集部 Ｆフル 四時過ぎの船 古川　真人

675.1ム 無印良品の便利帖 Ｆホリ オリンピックがやってきた 堀川　アサコ

726.9ユ 和のカラフル切り絵 ゆまあひｍａｋｉ Ｆミヤ つぼみ 宮下　奈都

767.8サ 三輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤　剛 Ｆミヤ この世の春　上・下 宮部　みゆき

769.9ナ スカートはかなきゃダメですか？ 名取　寛人 Ｆメイ 迷　-まよう- 大沢　在昌

780.1ヤ アス飯レシピ 山瀬　理恵子 Ｆヤナ 風神雷神　風の章・雷の章 柳　広司

801.4フ マイナスな心の片づけかた 藤野　良孝 Ｆヤマ ほしのこ 山下　澄人

914.6イ 花びら供養 石牟礼　道子 Ｆヤマ 君のしらない方程式 山本　弘

914.6ヨ 人生の旅をゆく　３ 吉本　ばなな Ｆユズ 盤上の向日葵 柚月　裕子

933.7ア 神秘大通り　上・下 ジョ ン・アーヴィング Ｆユズ さらさら流る 柚木　麻子

933.7ア ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ Ｂ915.6ア 芥川竜之介紀行文集 芥川　竜之介

933.7コ オープン・シティ テジュ・コール ＢＦイノ 探偵が早すぎる　上・下 井上　真偽

949.3テ おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン ＢＦマツ 八月十五日に吹く風 松岡　圭祐


