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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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　は休館日　　開館時間 ： 午前９時から午後７時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

今回ご紹介するのは、背番号６番の渡邊真恵選手!!

岡山で発見したことは「果物が美味しい！！」という渡邊真恵選手の

「おすすめの一冊」です☆

【渡邊真恵選手【背番号６*岩手県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

おすすめの本：「君の膵臓をたべたい」　　　　

　　　　　　　住野　よる／著　　　　　

おすすめの一言：人と関わりがない僕と病気を患い余命が決まっている

　 　　　　　　少女との交流を描いた物語で、この作品から日常の大

　  　　　　　切さがひしひしと伝わる本です。

参加者募集中！！

◆講師◆藤定　良子さん（人形劇団おもちゃばこ）

なぜ子どもたちに絵本を読むことが大切なのかというお話から、絵本の持ち方や読み方、発声の
仕方など、読み聞かせの基本知識を一緒に身につけていきます。
特別編は、「ごぼうさん　だいこんさん　にんじんさん」のペープサート（紙人形）作りです。

第 １ 回：６月１９日（火）午前１０時３０分～１２時

「おはなしの世界と子どもたち・読み聞かせのポイント」
◆講師◆おはなしボランティア「積み木の会」のみなさん

第 ２ 回：６月２６日（火）午前１０時３０分～１２時

「実際に読んでみよう・大型紙芝居の実演」

「おはなし小物・ペープサートをつくろう」

申し込みは第１・２回と特別編、それぞれで受け付けます。
※託児希望の人は、お申し込みの際にお知らせください。（先着５人まで）

特 別 編：７月３日（火）午前１０時～１２時

●期間● ６月１日（金）～８月３１日（金）

【新着図書情報】平成３０年４月１２日～平成３０年４月２６日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

016.2ヒ
情報化時代の今、公共図書館の役割とは　－岡山県立図

書館の挑戦－ 菱川　廣光 930.2ヒ カズオ・イシグロの長崎 平井　杏子

159.7タ 科学者が解く「老人」のウソ 武田　邦彦 933.7ド サイモン、船に乗る ジャッキー・ドノヴァン

159シ 極上の孤独 下重　暁子 943.7ギ 緑の扉は夢の入口　－第一の夢の書－ ケルスティン・ギア

175マ
願いが叶う神様参り

　　　　　　　－身近な神社が実はすごい！－ 武田　邦彦 Fアオ 二人の推理は夢見がち 青柳　碧人

289.1サ 素顔の西郷隆盛 磯田　道史 Fアキ コンビニなしでは生きられない 秋保　水菓

336.4ト
トランスジェンダーと職場環境ハンドブック　－誰もが働き

やすい職場づくり－ 東　優子 Fアサ みなさんの爆弾 朝比奈　あすか

336.4ニ すぐに実践できるコミュニケーション読本 西野　樹美子 Fアサ にゃん！　－鈴江藩江戸屋敷見聞帳－ あさの　あつこ

364.4コ１８
ここが変わった！改正介護保険サービス・しくみ・利用料が

わかる本　２０１８～２０２０年度版 川村　匡由 Fイケ ステイ・ゴールド 池田　久輝

366.2ツ
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人間関係で困らない

ための本 對場　陽一郎 Fイケ 空飛ぶタイヤ　新版 池井戸　潤

367.2ア 「女子」という呪い 雨宮　処凛 Fイシ 爽年 石田　衣良

367.7ホ
精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすす

め 保坂　隆 Ｆエダ この春、とうに死んでるあなたを探して 榎田　ユウリ

369ヨ よくわかる地域包括ケア 隅田　好美 Fオオ ギロチンハウス　－課長榊江梨子の逆襲－ 大石　直紀

371.4エ
サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される　－いまの科

学が証明した子育てへの影響の真実－
メアリー・エイケン Ｆオチ 泣きかたをわすれていた 落合　恵子

373.4ク
奨学金借りる？借りない？見極めガイド　最新版　－ここが

知りたかった１０９のＱ＆Ａ－ 久米　忠史 Ｆオノ ひと 小野寺　史宜

375.1ヒ 最強部活の作り方　－名門２６校探訪－ 日比野　恭三 Ｆカイ 玉村警部補の巡礼 海堂　尊

460.8イ デジタル顕微鏡で楽しむ！ミクロワールド美術館 池田　圭一 Fキザ さざなみのよる 木皿　泉

492.75リ
血流を増やせば健康になる　－体のすみずみまでたっぷり

血液が行きわたる健康法－ 了徳寺　健二 Fキタ 小萩のかんざし 北村　薫

493.74ニ
依存症　家族を支えるQ＆A　－アルコール・薬物・ギャンブ

ル依存症　家族のメッセージを添えて－ 西川　京子 Fクボ じっと手を見る 窪　美澄

494.5カ
がんで余命ゼロと言われた夫の命を延ばす台所　－１４年

も生きた奇跡の料理レシピ－ 神尾　真木子 Fコン カットバック　－警視庁ＦＣ　２－ 今野　敏

498.13ヤ
健康の経済学　－医療費を節約するために知っておきたい

こと－ 康永　秀生 Fテン１ ペインレス　上 天童　荒太

498.58ト 健康になる食べ方幸せになる生き方 東城　百合子 Fテン２ ペインレス　下 天童　荒太

498.58ト
糖尿病高血圧脂質異常症すべてよくなる！タマネギ活用術

－血管強化の名薬レシピ特選集－ 野村　喜重郎 Fトリ 隠蔽人類 鳥飼　否宇

498.8ナ
ストレスチェック時代の職場の「新型うつ」対策　－理解・

予防・支援のために－ 中野　美奈 Fナナ ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文

525.8リ リノベーショ ンの教科書　－企画・デザイン・プロジェクト－ 小池　志保子 Ｆニシ 悲終伝 西尾　維新

527イ いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子 Fニシ 京都感傷旅行（センチメンタル・ジャーニー） 西村　京太郎

589.2オ
大草直子のSTYLE＆IDEA　－１０年後も使える「おしゃれ

の結論」－ 大草　直子 Fハダ ５時過ぎランチ 羽田　圭介

590.4ナ ５０歳からのお楽しみ生活 中山　庸子 Fハラ 三千円の使いかた 原田　ひ香

590ム
無印良品の片づけ・掃除・洗濯　－ズボラでも、時間がなくても、狭

くてもマネするだけで簡単にスッキリ暮らす－ Ｆハラ そして夜は甦る 原　尞

596.3テ
主役は、ごちそうおにぎり　－つまみにポテサラ、シメの

ホットサンド－ Tｅｓｓｈｉ Ｆヒグ 平凡な革命家の食卓 樋口　有介

596.3フ 新しいサラダ 福田　里香 Fマミ 碧と花電車の街 麻宮　ゆり子

596.6ヨ
ちびパン　－５つの生地からつくる４５種類のかわいいパン

－ 吉永　麻衣子 Fマリ 向こう側の、ヨーコ 真梨　幸子

629.7ハ
はじめてでも失敗しない小さな庭づくりの基本１００　－狭い

スペースを生かすアイディアがいっぱい－ 浜野　典正 Fミワ ウェンディのあやまち 美輪　和音

779.9ハ 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本　欽一 Ｆヤマ 食堂メッシタ 山口　恵以子

791セ はじめての茶の湯　新版 千　宗左 Fユキ 廃園日和 行成　薫

809.4ア もうあがらない！結婚式のスピーチで困らない本　新版 麻生　けんたろう Ｆユズ デートクレンジング 柚木　麻子

815.2ロ 日本語が面白い！教え方の絵本 ロコ・まえだ B388.8ト 辞書から消えたことわざ 時田　昌瑞

816カ １冊のノートが「あなたの言葉」を育てる 川上　徹也 BFイナ４ 浪人奉行　４ノ巻　－長編書き下ろし－ 稲葉　稔

816シ
簡潔で心揺さぶる文章作法　－ＳＮＳ時代の自己表現レッ

スン－ 島田　雅彦 BFウエ 相嵌　－禁裏付雅帳　６－ 上田　秀人

830.4ヒ
「雑談力」で差がつく英会話　－おすすめ英会話ネタ３０選

－ 平岡　豊文 BFオオ シャドウゲーム 大沢　在昌

914.6イ 魂の秘境から 石牟礼　道子 BFカシ 鴨川食堂はんなり 柏井　壽

914.6イ 終わりと始まり２．０ 池澤　夏樹 BFサエ 流れの勘蔵　－鎌倉河岸捕物控　３２の巻－ 佐伯　泰英

914.6マ 妻に捧げた１７７８話 眉村　卓 BFチノ 麦の滴 千野　隆司

914.6ヨ １００歳の１００の知恵 吉沢　久子 BFトバ おれたちの仇討－書き下ろし長編時代小説－ 鳥羽　亮

915.6ユ バッグをザックに持ち替えて 唯川　恵 BFニノ１ 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　上 二宮　敦人

916オ 小保方晴子日記 小保方　晴子 BFニノ２ 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　下 二宮　敦人

916コ 校長先生、がんになる 小林　豊茂 ＢＦフジ 雪晴れ 藤原　緋沙子

朝は９時から開いているので、朝の散歩の途中、休憩に図書館に寄っていただいて

新聞や雑誌を読んでいただいたり、お出かけ前に寄って本を返却していただくこと

ができます。また、午後７時まで開いているので、仕事帰りにちょっと寄って本を

選んでいただくこともできます。

暑い夏、朝、夕、時間を有効に使って図書館で有意義な夏をお過ごしください。

※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。

◆講師◆おはなしボランティア「積み木の会」のみなさん

赤磐市立中央図書館は、６月６日に開館１０周年を迎えます。

平成２０年に開館して以来、非常に多くの皆さまにご利用いただき、感謝の念に堪えません。

また、赤磐市立中央図書館の運営につきましては、平成２６年度から検討を重ねた結果、当面

は指定管理者制度を導入せず、市が直接運営することとなりました。このことは、現在の運営が

利用者の皆さまに、大いに期待していただいているものと捉えたいと思います。このことを踏ま

えて、「市民の暮らしに役立つ図書館」と感じていただけるように、また、より利用していただ

きやすい図書館になるように、一層の努力をしなければならないと考えております。

その一つとして、昨年まで試行で導入しておりました「サマータイム」を、今年度から正規の

開館時間として採用させていただきました。６月から８月までの間、開館時間を延長することと

しておりますので、朝夕の涼しい時間にも、散歩がてらにお寄りいただくことができます。

また、この３か月は、最終金曜日の館内整理日を設けませんので、通常どおりご利用いただく

ことができます。

他にも工夫を凝らして、多くの皆さまにご利用いただける、魅力ある図書館を築いていきたい

と考えております。

これからも、また１０年経っても、赤磐市立中央図書館をよろしくお願いいたします。

赤磐市立中央図書館職員一同

開館１０周年です！！

１０周年♪
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「BEATLES

～EIGHT DAY A WEEK～」

（DVD）

【内容紹介】
20世紀の音楽シーンに一大現象を巻き起

こしたビートルズ。誰もが知っているバ

ンドの、誰も知らないストーリーを、録

りおろしインタビュー、記録映像、ライ

ヴ・パフォーマンスの数々で体感する。

「この世界のしくみ」
河野 哲也ほか／著 （Ｙ104コ）

【内容紹介】
どうして朝は来る? 男と女、どちらが大

変? 子どもの問いに5人の哲学者が向き合

い、答えへの扉を開く。身近な問いを通じ

て「考える力」が身につく哲学入門、第2

弾。

「文豪の凄い語彙力」
山口 搖司 /著（814ヤ）

【内容紹介】
言葉を探し、言葉を選び、言葉を創りだし

て文章を紡ぎ出した文豪たち。幸田文「糖

衣を脱いだ地声」、山田風太郎「哀怨な

瞳」など、古くて新しい、そして深い文豪

たちの言葉を紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「失敗図鑑」

大野 正人／著（280オ）

【内容紹介】
世界に名を残した偉人たちの失敗と、彼

らがその失敗からどうやって復活したか

を紹介する。「忘れる・遅れる・うそを

つく」子どもにある失敗対策も掲載する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
6 月１日（金）～６月３０日（土）

作　品：木彫り

作　者：元赤坂公民館自主グループ「ピノキオ」
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498.13ヤ
健康の経済学　－医療費を節約するために知っておきたい

こと－ 康永　秀生 Fテン１ ペインレス　上 天童　荒太

498.58ト 健康になる食べ方幸せになる生き方 東城　百合子 Fテン２ ペインレス　下 天童　荒太

498.58ト
糖尿病高血圧脂質異常症すべてよくなる！タマネギ活用術

－血管強化の名薬レシピ特選集－ 野村　喜重郎 Fトリ 隠蔽人類 鳥飼　否宇

498.8ナ
ストレスチェック時代の職場の「新型うつ」対策　－理解・

予防・支援のために－ 中野　美奈 Fナナ ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文

525.8リ リノベーショ ンの教科書　－企画・デザイン・プロジェクト－ 小池　志保子 Ｆニシ 悲終伝 西尾　維新

527イ いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子 Fニシ 京都感傷旅行（センチメンタル・ジャーニー） 西村　京太郎

589.2オ
大草直子のSTYLE＆IDEA　－１０年後も使える「おしゃれ

の結論」－ 大草　直子 Fハダ ５時過ぎランチ 羽田　圭介

590.4ナ ５０歳からのお楽しみ生活 中山　庸子 Fハラ 三千円の使いかた 原田　ひ香

590ム
無印良品の片づけ・掃除・洗濯　－ズボラでも、時間がなくても、狭

くてもマネするだけで簡単にスッキリ暮らす－ Ｆハラ そして夜は甦る 原　尞

596.3テ
主役は、ごちそうおにぎり　－つまみにポテサラ、シメの

ホットサンド－ Tｅｓｓｈｉ Ｆヒグ 平凡な革命家の食卓 樋口　有介

596.3フ 新しいサラダ 福田　里香 Fマミ 碧と花電車の街 麻宮　ゆり子

596.6ヨ
ちびパン　－５つの生地からつくる４５種類のかわいいパン

－ 吉永　麻衣子 Fマリ 向こう側の、ヨーコ 真梨　幸子

629.7ハ
はじめてでも失敗しない小さな庭づくりの基本１００　－狭い

スペースを生かすアイディアがいっぱい－ 浜野　典正 Fミワ ウェンディのあやまち 美輪　和音

779.9ハ 人生はおもしろがった人の勝ち 萩本　欽一 Ｆヤマ 食堂メッシタ 山口　恵以子

791セ はじめての茶の湯　新版 千　宗左 Fユキ 廃園日和 行成　薫

809.4ア もうあがらない！結婚式のスピーチで困らない本　新版 麻生　けんたろう Ｆユズ デートクレンジング 柚木　麻子

815.2ロ 日本語が面白い！教え方の絵本 ロコ・まえだ B388.8ト 辞書から消えたことわざ 時田　昌瑞

816カ １冊のノートが「あなたの言葉」を育てる 川上　徹也 BFイナ４ 浪人奉行　４ノ巻　－長編書き下ろし－ 稲葉　稔

816シ
簡潔で心揺さぶる文章作法　－ＳＮＳ時代の自己表現レッ

スン－ 島田　雅彦 BFウエ 相嵌　－禁裏付雅帳　６－ 上田　秀人

830.4ヒ
「雑談力」で差がつく英会話　－おすすめ英会話ネタ３０選

－ 平岡　豊文 BFオオ シャドウゲーム 大沢　在昌

914.6イ 魂の秘境から 石牟礼　道子 BFカシ 鴨川食堂はんなり 柏井　壽

914.6イ 終わりと始まり２．０ 池澤　夏樹 BFサエ 流れの勘蔵　－鎌倉河岸捕物控　３２の巻－ 佐伯　泰英

914.6マ 妻に捧げた１７７８話 眉村　卓 BFチノ 麦の滴 千野　隆司

914.6ヨ １００歳の１００の知恵 吉沢　久子 BFトバ おれたちの仇討－書き下ろし長編時代小説－ 鳥羽　亮

915.6ユ バッグをザックに持ち替えて 唯川　恵 BFニノ１ 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　上 二宮　敦人

916オ 小保方晴子日記 小保方　晴子 BFニノ２ 最後の医者は雨上がりの空に君を願う　下 二宮　敦人

916コ 校長先生、がんになる 小林　豊茂 ＢＦフジ 雪晴れ 藤原　緋沙子

　赤坂公民館で二十数年にわたり、木彫りをしてきたグループ

です。平成30年3月で解散しましたが、最後の記念に地域コー

ナへ展示することとなりました。

　長年木彫りをしてきましたが腕は未熟で、先生の手直しに頼る

事がしばしばでした…。彫り終えた後は、先生に漆を塗ってもら

うと、魔法がかかったような出来栄えに♪


