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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】

『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☆
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日時 ６月２日（土）～８日（金） ※４日（月）は除く

午前９時～午後７時まで （７日（木）は午後８時まで）

場所 赤磐市立中央図書館 １階 多目的ホール

入場無料
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    　○木曜日は午後８時まで

　　　　　 6月…開館時間：午前９時から午後７時まで
　　　　　　　　  　　　　 ○木曜日は午後８時まで

 は休館日　5月…開館時間：午前10時から午後６時まで

岡山で発見したことは「桃がすっごく甘くて、美味しかった！！」という

田口絢佳選手の「おすすめの一冊」です☆

【田口絢佳選手【背番号３*宮崎県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの本：「はるひのの、はる」　　　　

　　　　　　　加納　朋子／著　　　　　

おすすめの一言：毎回毎回、違う登場人物が現れて、それが最後に

　 　　　　　　すべて繋がる。読んでいて、あっ！もしかしたら！！

　  　　　　　と思う予想を楽しめる本。

今回ご紹介するのは、背番号３番の田口絢佳選手!!

“サマータイム”がはじまります！！

※赤坂図書館・熊山図書館・吉井図書館の開館時間は午前９時から午後６時までです。

絵本作家 宮西達也さん 講演会

６月２４日（日）
午後１時３０分～３時
（開場：午後１時）

場所 ： 赤磐市立中央図書館　多目的ホール

対象 ： 子どもから大人まで

定員：９０名
入場無料

但し、３歳以上の方は
整理券が必要です。

配布場所
中央図書館、赤坂図書館
熊山図書館、吉井図書館

※３歳未満の方は整理券は不要ですが、託児は
　ありませんので、ご了承ください。

講演会終了後

サイン会あり！

（一家族１冊）

入場整理券は１人４枚まで。

６月２日（土）、午前１１時

より下記の場所で配布します。

日時：６月３日（日）

午後２時～３時

場所：赤磐市立中央図書館

多目的ホール

前半は、ボランティアさんによる、むかしばなし

の読み聞かせ、後半は、立石憲利さんによる語り

があります。子どもから大人までみんなで楽しめ

るおはなし会です。ぜひ、みなさんでご参加くだ

さい。

申込み不要です

【新着図書情報】平成３０年３月１５日～平成３０年４月５日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A918.6ウ１３ 内田百間集成　１３　たらちおの記 内田　百間 Fアケ わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子

019.5ハ 絵本を深く読む 灰島　かり Fアサ ぼくがきみを殺すまで あさの　あつこ

019.5ヨ 読み聞かせは魔法！ 吉田　新一郎 Fアン 本のエンドロール 安藤　祐介

172二 日本の神様ご利益事典　－イラストでまるわかり！－ 平藤　喜久子 Ｆイチ 私小説 市川　拓司

175.9ラ ライトアップ夜の神社・お寺めぐり Ｆイヌ わたしの忘れ物 乾　ルカ

297.8カ 極夜行 角幡　唯介 Fイヨ コンタミ 伊与原　新

316.8エ 辺境中国　－新疆、チベット、雲南、東北部を行く－ デイヴィッド・アイマー Fウメ テュポーンの楽園 梅原　克文

318.8ム むらの困りごと解決隊－実践に学ぶ地域運営組織－ 農山漁村文化協会 Fオク 青春のジョーカー 奥田　亜希子

336.4ホ 図解仕事の基本社会人１年生大全 北條　久美子 Fオヤ 庭 小山田　浩子

345.3ウ
知らないと損をする最新配偶者控除　－「つまりいくらまで

働ける？」がわかる本 梅本　正樹 Fカキ 隣のずこずこ 柿村　将彦

365.3シ
深刻化する「空き家」問題　－全国実態調査からみた現状

と対策－

日本弁護士連合会法律サービス展開本部

自治体等連携センター Fカワ ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子

366.2ナ 大丈夫、働けます。 成澤　俊輔 Fクラ 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳

369.3ゲ
激甚化する水害　－地球温暖化の脅威に挑む

－

気候変動による水害研

究会 Fクロ ＡＩのある家族計画 黒野　伸一

369.3ヤ
災害ボランティア入門　－実践から学ぶ災害ソーシャル

ワーク－ 山本　克彦 Fコイ 死の島 小池　真理子

480.4コ
いきもの人生相談室　－動物たちに学ぶ４７の生き方哲学

－ 小林　百合子 Ｆコバ 罪人が祈るとき 小林　由香

493.75タ 認知症は自分で治せる 竹内　東太郎 Fコン 震える教室 近藤　史恵

493.7ミ 「毒親」の正体 水島　広子 Ｆシズ１ 引き抜き屋　１　鹿子小穂の冒険 雫井　脩介

498.55カ カロリーダウンのコツ早わかり 女子栄養大学出版部 Ｆシズ２ 引き抜き屋　２　鹿子小穂の帰還 雫井　脩介

518.8シ
知られざる地下街　－歴史・魅力・防災、ちかあるきのスス

メ－ 廣井　悠 Ｆシン 枕女王 新堂　冬樹

536.0タ 日本の高速鉄道史　－ビジュアルで紐解く－ 高野　晃彰 Fシン オリンピックへ行こう！ 真保　裕一

547.6ク 図解よくわかる衛星測位と位置情報 久保　信明 Ｆタケ 敗れども負けず 武内　涼

579.1ハ
わかる！使える！接着入門　－<基礎知識><段取り><実

作業> － 原賀　康介 Fチネ 祈りのカルテ 知念　実希人

588.4マ 飲料容器の科学 松田　晃一 Ｆツジ 青空と逃げる 辻村　深月

591イ １００歳までお金に苦労しない定年夫婦になる！ 井戸　美枝 Ｆナカ 悪徳の輪舞曲（ロンド） 中山　七里

596.3ナ 何も作りたくない日の爆ラク！のっけごはん 主婦の友社 Ｆナガ にらみ 長岡　弘樹

596.4イ
続けられるおべんとう　－毎日無理なく作るための手間なし

レシピと美しい詰め方のこつ－ いづい　さちこ Fナギ 小屋を燃す 南木　佳士

599.6イ
やさしい果物のお菓子　－すべての手順が写真でわかる１

０枚レシピ－ 飯塚　有紀子 Ｆニキ 奏弾室 仁木　英之

599マ
孫ができたらまず読む本　－子育て新常識から家族とのつ

き合い方まで－ 宮本　まき子 Fハシ 草薙の剣 橋本　治

611.7イ 絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業 岩佐　大輝 Fハタ 大人になったら、 畑野　智美

673.9タ
葬儀業界の戦後史　－葬祭事業から見える死のリアリティ

－ 玉川　貴子 Ｆハム 雨と詩人と落花と 葉室　麟

674.7イ
１枚で情報を伝えるデザイン　－情報満載の街中チラシ特

集－
パイインターナショ ナル Ｆハラ スイート・ホーム 原田　マハ

675タ
２００社に足を運んでわかったお客さんがホイホイ集まる法

則 竹内　謙礼 Ｆヒガ 魔力の胎動 東野　圭吾

686.2ヒ 秘境駅の謎 「旅と鉄道」編集部 Ｆヒラ 鍬ヶ崎心中 平谷　美樹

753.8ヴ
Veritecoの草木染め　－春・夏・秋・冬手づくりのあるくらし

－ Veriteco Ｆフジ わかって下さい 藤田　宜永

809.2コ ３秒で心をつかみ１０分で信頼させる聞き方・話し方 小西　美穂 Ｆマチ 湖畔の愛 町田　康

809.4カ 入社１年目人前であがらずに話す教科書 金森　たかこ Fマヤ 友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩

911.4シ
シルバー川柳　宴たけなわ編

　　　　　　　　　　　－笑いあり、しみじみあり－
みやぎシルバーネット Ｆミウ 集団探偵 三浦　明博

911.5ス 主よ一羽の鳩のために　－須賀敦子詩集－ 須賀　敦子 Ｆミタ 鵺 三田　完

914.6オ 極小農園日記 荻原　浩 Fムラ 風は西から 村山　由佳

914.6ハ 不倫のオーラ 林　真理子 Fヤマ ふたりみち 山本　幸久

914.6ヒ 最後まで、あるがまま行く 日野原　重明 Fユズ 凶犬の眼 柚木　裕子

914.6ヤ 吉祥寺デイズ－うまうま食べもの・うしうしゴシップ－ 山田　詠美 Ｆワタ 地下にうごめく星 渡辺　優

914.6ヨ １００歳。今日も楽しい　－達人吉沢久子－ 吉沢　久子 B686.0テ 鉄道エッセイコレクショ ン　－「読み鉄」への招待- 芦原　伸

929.1フ 野蛮なアリスさん ファン　ジョンウン BFニッ ある町の高い煙突　新装版 新田　次郎

933.7ス マザリング・サンデー グレアム・スウィフト BFマツ 黄砂の進撃 松岡　圭祐

943.7フ 乗客ナンバー２３の消失
セバスチャン・フィツェッ

ク BFヤマ ウチのセンターは、今日も失踪中 山本　幸久

６月１日（金）から８月３１日（金）まで図書館の開館時間が変わります。

中央図書館は午前９時から午後７時まで開館します。

（木曜日は午前９時から午後８時まで）



ご

  

「ダンシング・ボッサ」（CD）

小野 リサ／演奏

【内容紹介】
ボサノヴァ・シンガー 小野リサが世界の
ポピュラーソングの中から好きな曲、歌
いたい曲をボッサテイストでカバーする
スタンダード集第2弾。爽かでリズミカル
なヴォーカルが往年のダンサブルなヒッ
ト曲を甦らせる。

「生物学の基礎はことわざにあり」
杉本 正信／著 （Ｙ460ス）

【内容紹介】
「犬も歩けば棒に当たる」からイヌの
五感を説明し、「ニワトリが先かタマゴが
先か」から生命の誕生と進化をひもとく…。
ことわざや成句を入り口に、生き物たちの
生態から人の健康や体のしくみ、生物多様
性までを解説する。

「大人の文章力」
齋藤 孝/著（816サ）

【内容紹介】
書式通りに書いたものの、誠意・熱意に

欠けるような気がする…。メールや手紙

の書き方に悩む人に向けて、文章力を上

げる語彙やカタカナ語を豊富に紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「その景色をさがして」

中山 聖子／著（913ナ）

【内容紹介】
母親を亡くし、祖父母と一緒に暮らす中

学2年生のトーコ。ある日トーコは、母

親のノートに挟まれていた1枚の絵ハガ

キを見つけ…。肉親との別れ、恋などを

通して成長する女の子の姿を描く。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

５月１日（火）～５月３１日（木）

展示作品：”あかいわ”季節の彩り（風景写真）

撮影者：小野　祐治さん（赤磐市在住）

　昨年に続いて、赤磐に巡り来る季節の彩りの４点を

ご紹介します。

　春秋夏冬～変わりなく、健気に、律儀に、私たちの眼

前にさまざまな彩りを見せてくれます。自然が内に秘め

たココロと、人のココロを通わす一瞬をご覧下さい。

【新着図書情報】平成３０年３月１５日～平成３０年４月５日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A918.6ウ１３ 内田百間集成　１３　たらちおの記 内田　百間 Fアケ わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子

019.5ハ 絵本を深く読む 灰島　かり Fアサ ぼくがきみを殺すまで あさの　あつこ

019.5ヨ 読み聞かせは魔法！ 吉田　新一郎 Fアン 本のエンドロール 安藤　祐介

172二 日本の神様ご利益事典　－イラストでまるわかり！－ 平藤　喜久子 Ｆイチ 私小説 市川　拓司

175.9ラ ライトアップ夜の神社・お寺めぐり Ｆイヌ わたしの忘れ物 乾　ルカ

297.8カ 極夜行 角幡　唯介 Fイヨ コンタミ 伊与原　新

316.8エ 辺境中国　－新疆、チベット、雲南、東北部を行く－ デイヴィッド・アイマー Fウメ テュポーンの楽園 梅原　克文

318.8ム むらの困りごと解決隊－実践に学ぶ地域運営組織－ 農山漁村文化協会 Fオク 青春のジョーカー 奥田　亜希子

336.4ホ 図解仕事の基本社会人１年生大全 北條　久美子 Fオヤ 庭 小山田　浩子

345.3ウ
知らないと損をする最新配偶者控除　－「つまりいくらまで

働ける？」がわかる本 梅本　正樹 Fカキ 隣のずこずこ 柿村　将彦

365.3シ
深刻化する「空き家」問題　－全国実態調査からみた現状

と対策－

日本弁護士連合会法律サービス展開本部

自治体等連携センター Fカワ ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子

366.2ナ 大丈夫、働けます。 成澤　俊輔 Fクラ 豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳

369.3ゲ
激甚化する水害　－地球温暖化の脅威に挑む

－

気候変動による水害研

究会 Fクロ ＡＩのある家族計画 黒野　伸一

369.3ヤ
災害ボランティア入門　－実践から学ぶ災害ソーシャル

ワーク－ 山本　克彦 Fコイ 死の島 小池　真理子

480.4コ
いきもの人生相談室　－動物たちに学ぶ４７の生き方哲学

－ 小林　百合子 Ｆコバ 罪人が祈るとき 小林　由香

493.75タ 認知症は自分で治せる 竹内　東太郎 Fコン 震える教室 近藤　史恵

493.7ミ 「毒親」の正体 水島　広子 Ｆシズ１ 引き抜き屋　１　鹿子小穂の冒険 雫井　脩介

498.55カ カロリーダウンのコツ早わかり 女子栄養大学出版部 Ｆシズ２ 引き抜き屋　２　鹿子小穂の帰還 雫井　脩介

518.8シ
知られざる地下街　－歴史・魅力・防災、ちかあるきのスス

メ－ 廣井　悠 Ｆシン 枕女王 新堂　冬樹

536.0タ 日本の高速鉄道史　－ビジュアルで紐解く－ 高野　晃彰 Fシン オリンピックへ行こう！ 真保　裕一

547.6ク 図解よくわかる衛星測位と位置情報 久保　信明 Ｆタケ 敗れども負けず 武内　涼

579.1ハ
わかる！使える！接着入門　－<基礎知識><段取り><実

作業> － 原賀　康介 Fチネ 祈りのカルテ 知念　実希人

588.4マ 飲料容器の科学 松田　晃一 Ｆツジ 青空と逃げる 辻村　深月

591イ １００歳までお金に苦労しない定年夫婦になる！ 井戸　美枝 Ｆナカ 悪徳の輪舞曲（ロンド） 中山　七里

596.3ナ 何も作りたくない日の爆ラク！のっけごはん 主婦の友社 Ｆナガ にらみ 長岡　弘樹

596.4イ
続けられるおべんとう　－毎日無理なく作るための手間なし

レシピと美しい詰め方のこつ－ いづい　さちこ Fナギ 小屋を燃す 南木　佳士

599.6イ
やさしい果物のお菓子　－すべての手順が写真でわかる１

０枚レシピ－ 飯塚　有紀子 Ｆニキ 奏弾室 仁木　英之

599マ
孫ができたらまず読む本　－子育て新常識から家族とのつ

き合い方まで－ 宮本　まき子 Fハシ 草薙の剣 橋本　治

611.7イ 絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業 岩佐　大輝 Fハタ 大人になったら、 畑野　智美

673.9タ
葬儀業界の戦後史　－葬祭事業から見える死のリアリティ

－ 玉川　貴子 Ｆハム 雨と詩人と落花と 葉室　麟

674.7イ
１枚で情報を伝えるデザイン　－情報満載の街中チラシ特

集－
パイインターナショ ナル Ｆハラ スイート・ホーム 原田　マハ

675タ
２００社に足を運んでわかったお客さんがホイホイ集まる法

則 竹内　謙礼 Ｆヒガ 魔力の胎動 東野　圭吾

686.2ヒ 秘境駅の謎 「旅と鉄道」編集部 Ｆヒラ 鍬ヶ崎心中 平谷　美樹

753.8ヴ
Veritecoの草木染め　－春・夏・秋・冬手づくりのあるくらし

－ Veriteco Ｆフジ わかって下さい 藤田　宜永

809.2コ ３秒で心をつかみ１０分で信頼させる聞き方・話し方 小西　美穂 Ｆマチ 湖畔の愛 町田　康

809.4カ 入社１年目人前であがらずに話す教科書 金森　たかこ Fマヤ 友達以上探偵未満 麻耶　雄嵩

911.4シ
シルバー川柳　宴たけなわ編

　　　　　　　　　　　－笑いあり、しみじみあり－
みやぎシルバーネット Ｆミウ 集団探偵 三浦　明博

911.5ス 主よ一羽の鳩のために　－須賀敦子詩集－ 須賀　敦子 Ｆミタ 鵺 三田　完

914.6オ 極小農園日記 荻原　浩 Fムラ 風は西から 村山　由佳

914.6ハ 不倫のオーラ 林　真理子 Fヤマ ふたりみち 山本　幸久

914.6ヒ 最後まで、あるがまま行く 日野原　重明 Fユズ 凶犬の眼 柚木　裕子

914.6ヤ 吉祥寺デイズ－うまうま食べもの・うしうしゴシップ－ 山田　詠美 Ｆワタ 地下にうごめく星 渡辺　優

914.6ヨ １００歳。今日も楽しい　－達人吉沢久子－ 吉沢　久子 B686.0テ 鉄道エッセイコレクショ ン　－「読み鉄」への招待- 芦原　伸

929.1フ 野蛮なアリスさん ファン　ジョンウン BFニッ ある町の高い煙突　新装版 新田　次郎

933.7ス マザリング・サンデー グレアム・スウィフト BFマツ 黄砂の進撃 松岡　圭祐

943.7フ 乗客ナンバー２３の消失
セバスチャン・フィツェッ

ク BFヤマ ウチのセンターは、今日も失踪中 山本　幸久


