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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

「お気に入りの食べ物はフルーツです。岡山の桃や苺が好きです！！」

という西村弥菜美選手の「おすすめの一冊」です☆

☆ 今回ご紹介するのは、背番号10番の西村弥菜美選手!! ☆

おすすめの本：「あと少し、もう少し」　　　　

　　　　　　　瀬尾　まいこ／著　　　　　

おすすめの一言：これは陸上競技の小説なんですが、スポーツをして

　 　　　　　　  いる人達には共感できるところがたくさんあったり、

　  　　　　　    感動するところもあるのでオススメの本です。

【西村弥菜美選手【背番号１０*福岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）リベロ・レフト】

※平成３０年４月１日～５月３１日

順位 タイトル 著者 出版社 請求番号

1 ラプラスの魔女 東野　圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｆヒ

2 屍人荘の殺人 今村　昌弘 東京創元社 Ｆイ

3 おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 Ｆワ

マスカレード・ナイト 東野　圭吾 集英社 Ｆヒ

蜜蜂と遠雷 恩田　陸 幻冬舎 Ｆオ

人魚の眠る家 東野　圭吾 幻冬舎 Ｆヒ

盤上の向日葵 柚木　裕子 中央公論新社 Ｆユ

凶犬の眼 柚木　裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｆユ

剣と十字架 佐伯　泰英 双葉社 BFサエ

棲月（隠蔽捜査 ７） 今野　敏 新潮社 Ｆコ

風神の手 道尾　秀介 朝日新聞出版 Ｆミ
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8

【新着図書情報】平成３０年５月１０日～平成３０年６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

007.1ア
チューリップノ考えるキカイ　－人工知能の父に学ぶコン

ピュータ・サイエンスの基礎－ 阿部　彩芽 Fアキ 鏡じかけの夢 秋吉　理香子

007ナ コンピュータとは何か？ 中村　克彦 Fアサ 雲の果 あさの　あつこ

013.1オ 司書のお仕事　－お探しの本は何ですか？－ 大橋　崇行 Ｆアベ 烏百花　蛍の章　－八咫烏外伝－ 阿部　智里

145.1オ 「気にしすぎてうまくいかない」がなくなる本 大嶋　信頼 Fウエ 本懐 上田　秀人

159.6ナ 魅力を引き出すしぐさのレッスン 中井　信之 Fエガ 蕎麦、食べていけ！ 江上　剛

209.5ノ 進歩　－人類の未来が明るい１０の理由－ ヨハン・ノルベリ Fオオ 爆身 大沢　在昌

281.7ヤ 明治の津和野人たち 山岡　浩二 Fオオ 福家警部補の考察 大倉　崇裕

361.5フ１
遅刻してくれて、ありがとう　上　－常識が通じない時代の

生き方－
トーマス・フリードマン Fカド 新撰組の料理人 門井　慶喜

361.5フ２
遅刻してくれて、ありがとう　下　－常識が通じない時代の

生き方－
トーマス・フリードマン Ｆカワ 紅のアンデッド 川瀬　七緒

365.3タ 知識ゼロからの賢い家の選び方 高橋　正典 Fキタ１ チンギス紀　１　火眼 北方　謙三

366.2キ
専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達傷害者

「雇用」　－採用から働き方まで－ 木津谷　岳 Fキタ２ チンギス紀　２　鳴動 北方　謙三

367.7オ おひとりさまの「シニア金融」 岡内　幸策 Ｆキノ 宇喜多の楽土 木下　昌輝

407ミ２
魅了する科学実験　２　生徒たちをはっと驚かせ不思議に

満ちた科学の世界へ誘う

早稲田大学本庄高等学

院実験開発班 Ｆコジ 放課後ひとり同盟 小嶋　陽太郎

452ヒ 海の世界地図 Don　Hinrichsen Fコデ 炎の来歴 小手鞠　るい

481.7コ 先生、オサムシが研究室を掃除しています！ 小林　朋道 Ｆコバ ドロシイ殺し 小林　泰三

491.37ウ 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー Fコン わたしの本の空白は 近藤　史恵

493.74セ 窃盗症　－その理解と支援－ 竹村　道夫 Fサイ 無暁の鈴 西條　奈加

493.75ミ
認知症を堂々と生きる

　　　　　　　　　　－終末期医療・介護の現場から－ 宮本　礼子 Fサカ 若旦那のひざまくら 坂井　希久子

493.76ハ 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班 Ｆサガ 日の出 佐川　光晴

498.6カ 家族がハンセン病だった
ハンセン病家族訴訟弁

護団 Ｆシモ 黙過 下村　敦史

511.7サ 最新図解基礎からわかるコンクリート 水村　俊幸 Ｆショ ヘイ・ジュード 小路　幸也

519.7ミ きちんと知りたいにおいと臭気対策の基礎知識 光田　恵 Ｆシン ＡＳＫ　－トップタレントの「値段」－ 新堂　冬樹

579.9カ
生物模倣

　　　　－自然界に学ぶイノベーショ ンの現場から－
アミーナ・カーン Ｆタキ ありえないほどうるさいオルゴール店 滝羽　麻子

588.5ビ ビールの図鑑 日本ビール文化研究会 Fタニ 工作艦間宮の戦争 谷　甲州

589.2カ 手ぬぐい使いこなしブック 加藤　敦子 Ｆタワ 地球にちりばめられて 多和田　葉子

596.3タ 汁かけごはん 田内　しょうこ Ｆドウ 砂の家 堂場　瞬一

596.6シ サラダサンド 庄司　いずみ Ｆナカ Ｔｅａｍ３８３ 中澤　日菜子

596マ 「つくりおき食堂」の超簡単レシピ まりえ Ｆニレ バルス 楡　周平

596ワ ３０分で３品！毎日のふたりごはん 若山　曜子 Ｆノナ 六月の雪 乃南　アサ

645.7イ ネコおやぶん 岩合　光昭 Ｆハチ バビロンの階段 蜂須賀　敬明

675.4サ
物流が一番わかる　－生産者から消費者へ物流を効率よ

く届けるための包装・保管・輸送方法－ 齋藤　正宏 Ｆハム 青嵐の坂 葉室　麟

771ブ 部活でスキルアップ！演劇上達バイブル 杉山　純じ Ｆフル キネマトグラフィカ 古内　一絵

781.5ギ
技術と安定性を磨く！男子体操競技上達のポイント５０

（コツがわかる本） 畠田　好章 Ｆホン あの夏、二人のハルカ 誉田　哲也

793カ ほぼ１００均プチプラ花コーデ 川守　由利子 Ｆホン 傍流の記者 本城　雅人

804ク 物語を忘れた外国語 黒田　龍之助 Fマツ 瑕疵借り 松岡　圭祐

902.1イ 詩のきらめき 池澤　夏樹 Ｆミウ ののはな通信 三浦　しをん

910.2タ あの人とあの本の話 瀧井　朝世 Fミナ 未来 港　かなえ

911.4サ サラリーマン川柳やみつき傑作選 やく　みつる Fミヤ 首の鎖 宮西　真冬

914.6ア いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅 Ｆモリ 葬儀屋に涙はいらない　－高浜セレナと４つの煩悩－ 森　昌磨

914.6サ２ 役に立たない人生相談　２　好きなようにやればいい。 佐藤　愛子 Fモロ 元禄お犬姫 諸田　玲子

914.6ソ 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野　綾子 Ｆヤズ つながりの家 椰月　美智子

914.6ツ 明日への一歩 津村　節子 Fヤマ 飛ぶ孔雀 山尾　悠子

914.6ミ とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下　奈都 Ｆヤマ バットランド 山田　正紀

914.6ヤ ゴリラからの警告　－人間社会、ここがおかしい－ 山極　寿一 Fヤマ 婚活食堂 山口　恵以子

915.6ハ やっぱり食べに行こう。 原田　マハ Ｆヨシ 奪うは我なり　朝倉義景 吉川　永青

936ボ ４歳の僕がこうしてアウシュビッツから生還した
マイケル・ボーンスタイ

ン Fヨシ ウォーターゲーム 吉田　修一

図書館の本を借りた時に、破れているページを見つけたり、誤って破れてしまったことありませんか？

そんな時は必ず、図書館職員に「破れていました」または「誤って破ってしまいました」と知らせて

ください。ご自身で、セロテープを貼って直したりしないでください。

セロテープを貼ってしまうと、貼った部分が劣化したり、剝がれやすくなり、傷みの原因になって

しまいます。修理には修理専用のテープやのりで修理を行わないときれいに直りません。

ご協力をよろしくお願いします。

現在、図書館の本への書き込みが増えています。

マーカーで線が引っ張ってあったり、クロスワードなどへの書き込み、自分が読んだものにチェックを

つけたりなど、大人向けの本で書き込みが多発しています。

ペンだけではなく、鉛筆での書き込みも跡が残り、本を傷めます。

図書館の本は、たくさんの方が利用するものです。書き込みはしないでください。

また、そのような書き込みを発見された場合は、図書館職員へ知らせてください。

このたび、中央図書館に図書消毒機を設置しました。

この機械は、紫外線と風を当てることによって、殺

菌しつつホコリなどを除去するもので、カウンター

に向かって右側に設置しています。

図書館の本はいろいろな人が触れるので、ちょっと

気になる、という方はぜひご使用ください。

なお、中央図書館には、１日平均１，３００冊以上

の返却があるため、全ての本をこの機械にかけるこ

とは非常に困難です。

簡単に扱える機械ですので、希望される場合はご自

身でご使用いただき、気持ちよくお持ち帰りいただ

ければありがたいです。

使い方が分かりにくい、ということがありましたら、

職員が説明いたしますので、遠慮なくカウンターに

お申し出ください。（※消毒対象は本のみです。）
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「チャップリンの映画音楽」

（ＣＤ）

【内容紹介】
作曲家であり、指揮者でもあるカール・デイ

ヴィスが1989年、チャップリン生誕100年

の記念ライヴの為に、オリジナル・スコアを

復刻。本作は、チャップリンの代表作5作を

デイヴィス自身の指揮によるベルリン・ドイ

ツ交響楽団の演奏で収録したもの。

「カーネーション・デイ」
ジョン・デヴィッド・アンダーソン／著

久保 陽子／訳 （Ｙ933ア）

【内容紹介】
12歳のトファー、スティーブ、ブランドは、

担任・ビクスビー先生の「理想の最後の日」

を叶えるために、学校をサボってお見舞いに

行くことにしたが…。大人になって思い出す

＜特別な一日＞を描いた、冒険物語。

「本当にある！変なことわざ図鑑」
森山 晋平/著（814.4モ）

【内容紹介】
「海賊が山賊の罪をあげる」「食うた餅

より心持ち」「鷹のない国では雀が鷹を

する」…。テストにも出ないし、仕事に

も使えない、「変なことわざ」３５７を

イラストとともに紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「目に見えない微生物の世界」

エレーヌ・ラッジカク／著（465ラ）

【内容紹介】
不思議で奇妙で美しい、微生物たちの世

界。海洋プランクトンのダンスや、ベッ

ドのミクロジャングルなど･･･。大きな

紙面で微生物たちのミクロな生態系を科

学的に、正確に描き出す。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
7 月１日（日）～７月３１日（火）

作　品：布小物

作　者：千田 真美代 さん （赤磐市在住）

　手芸を始めて１０年位になりますが、手芸全般が好きという訳

ではなく、自分のつくりたい布小物をつくって楽しんでいます。

　今回は図書館での展示ということで、色々な柄のブックカバー

をつくりました。また、バネポーチも展示します。どちらも小物

なので、15～３０分位でつくることができます。

　みなさんも、図書館の本を参考に布小物づくりにチャレンジし

てみてはいかがですか。

【新着図書情報】平成３０年５月１０日～平成３０年６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

007.1ア
チューリップノ考えるキカイ　－人工知能の父に学ぶコン

ピュータ・サイエンスの基礎－ 阿部　彩芽 Fアキ 鏡じかけの夢 秋吉　理香子

007ナ コンピュータとは何か？ 中村　克彦 Fアサ 雲の果 あさの　あつこ

013.1オ 司書のお仕事　－お探しの本は何ですか？－ 大橋　崇行 Ｆアベ 烏百花　蛍の章　－八咫烏外伝－ 阿部　智里

145.1オ 「気にしすぎてうまくいかない」がなくなる本 大嶋　信頼 Fウエ 本懐 上田　秀人

159.6ナ 魅力を引き出すしぐさのレッスン 中井　信之 Fエガ 蕎麦、食べていけ！ 江上　剛

209.5ノ 進歩　－人類の未来が明るい１０の理由－ ヨハン・ノルベリ Fオオ 爆身 大沢　在昌

281.7ヤ 明治の津和野人たち 山岡　浩二 Fオオ 福家警部補の考察 大倉　崇裕

361.5フ１
遅刻してくれて、ありがとう　上　－常識が通じない時代の

生き方－
トーマス・フリードマン Fカド 新撰組の料理人 門井　慶喜

361.5フ２
遅刻してくれて、ありがとう　下　－常識が通じない時代の

生き方－
トーマス・フリードマン Ｆカワ 紅のアンデッド 川瀬　七緒

365.3タ 知識ゼロからの賢い家の選び方 高橋　正典 Fキタ１ チンギス紀　１　火眼 北方　謙三

366.2キ
専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達傷害者

「雇用」　－採用から働き方まで－ 木津谷　岳 Fキタ２ チンギス紀　２　鳴動 北方　謙三

367.7オ おひとりさまの「シニア金融」 岡内　幸策 Ｆキノ 宇喜多の楽土 木下　昌輝

407ミ２
魅了する科学実験　２　生徒たちをはっと驚かせ不思議に

満ちた科学の世界へ誘う

早稲田大学本庄高等学

院実験開発班 Ｆコジ 放課後ひとり同盟 小嶋　陽太郎

452ヒ 海の世界地図 Don　Hinrichsen Fコデ 炎の来歴 小手鞠　るい

481.7コ 先生、オサムシが研究室を掃除しています！ 小林　朋道 Ｆコバ ドロシイ殺し 小林　泰三

491.37ウ 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー Fコン わたしの本の空白は 近藤　史恵

493.74セ 窃盗症　－その理解と支援－ 竹村　道夫 Fサイ 無暁の鈴 西條　奈加

493.75ミ
認知症を堂々と生きる

　　　　　　　　　　－終末期医療・介護の現場から－ 宮本　礼子 Fサカ 若旦那のひざまくら 坂井　希久子

493.76ハ 発達障害を生きる NHKスペシャル取材班 Ｆサガ 日の出 佐川　光晴

498.6カ 家族がハンセン病だった
ハンセン病家族訴訟弁

護団 Ｆシモ 黙過 下村　敦史

511.7サ 最新図解基礎からわかるコンクリート 水村　俊幸 Ｆショ ヘイ・ジュード 小路　幸也

519.7ミ きちんと知りたいにおいと臭気対策の基礎知識 光田　恵 Ｆシン ＡＳＫ　－トップタレントの「値段」－ 新堂　冬樹

579.9カ
生物模倣

　　　　－自然界に学ぶイノベーショ ンの現場から－
アミーナ・カーン Ｆタキ ありえないほどうるさいオルゴール店 滝羽　麻子

588.5ビ ビールの図鑑 日本ビール文化研究会 Fタニ 工作艦間宮の戦争 谷　甲州

589.2カ 手ぬぐい使いこなしブック 加藤　敦子 Ｆタワ 地球にちりばめられて 多和田　葉子

596.3タ 汁かけごはん 田内　しょうこ Ｆドウ 砂の家 堂場　瞬一

596.6シ サラダサンド 庄司　いずみ Ｆナカ Ｔｅａｍ３８３ 中澤　日菜子

596マ 「つくりおき食堂」の超簡単レシピ まりえ Ｆニレ バルス 楡　周平

596ワ ３０分で３品！毎日のふたりごはん 若山　曜子 Ｆノナ 六月の雪 乃南　アサ

645.7イ ネコおやぶん 岩合　光昭 Ｆハチ バビロンの階段 蜂須賀　敬明

675.4サ
物流が一番わかる　－生産者から消費者へ物流を効率よ

く届けるための包装・保管・輸送方法－ 齋藤　正宏 Ｆハム 青嵐の坂 葉室　麟

771ブ 部活でスキルアップ！演劇上達バイブル 杉山　純じ Ｆフル キネマトグラフィカ 古内　一絵

781.5ギ
技術と安定性を磨く！男子体操競技上達のポイント５０

（コツがわかる本） 畠田　好章 Ｆホン あの夏、二人のハルカ 誉田　哲也

793カ ほぼ１００均プチプラ花コーデ 川守　由利子 Ｆホン 傍流の記者 本城　雅人

804ク 物語を忘れた外国語 黒田　龍之助 Fマツ 瑕疵借り 松岡　圭祐

902.1イ 詩のきらめき 池澤　夏樹 Ｆミウ ののはな通信 三浦　しをん

910.2タ あの人とあの本の話 瀧井　朝世 Fミナ 未来 港　かなえ

911.4サ サラリーマン川柳やみつき傑作選 やく　みつる Fミヤ 首の鎖 宮西　真冬

914.6ア いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅 Ｆモリ 葬儀屋に涙はいらない　－高浜セレナと４つの煩悩－ 森　昌磨

914.6サ２ 役に立たない人生相談　２　好きなようにやればいい。 佐藤　愛子 Fモロ 元禄お犬姫 諸田　玲子

914.6ソ 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野　綾子 Ｆヤズ つながりの家 椰月　美智子

914.6ツ 明日への一歩 津村　節子 Fヤマ 飛ぶ孔雀 山尾　悠子

914.6ミ とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下　奈都 Ｆヤマ バットランド 山田　正紀

914.6ヤ ゴリラからの警告　－人間社会、ここがおかしい－ 山極　寿一 Fヤマ 婚活食堂 山口　恵以子

915.6ハ やっぱり食べに行こう。 原田　マハ Ｆヨシ 奪うは我なり　朝倉義景 吉川　永青

936ボ ４歳の僕がこうしてアウシュビッツから生還した
マイケル・ボーンスタイ

ン Fヨシ ウォーターゲーム 吉田　修一


