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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

『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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おすすめの本：「野良犬トビーの愛すべき転生」　　　　

　　　　　　　Ｗ．ブルース・キャメロン／著　　　　　

☆ 今回ご紹介するのは、背番号３１番の小野寺夏希選手!! ☆

岡山で発見したことは「緑が多くて星がたくさん見えること！」

という小野寺夏希選手の「おすすめの一冊」です☆

【小野寺夏希選手【背番号31*埼玉県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）セッター】

おすすめの一言：野良犬が拾ってもらった飼い主のもとに何度生ま

                     れ変わっても戻ろうとする、時を越えた野良犬と

                     飼い主の絆の物語です。とても愛しく感動します。

家族が認知症に・・・
相続トラブルを避けるために、知っておきたい成年後見制度

ある日突然、家族が認知症に！？

遺産分割などの相続の問題、認知症の家族にどう対応すればいい！？

「今は元気！」なので、自分には関係ないと思っている人が多いかもしれません。

しかし、いつ誰もが認知症になる可能性があります。元気なうちに、使える制度や

準備できることを学び、備えておくことが大切です。

講座終了後は、

個別相談会も開催します

（※受講生限定、希望者のみ）

“えがお☆キラリ
とき ： １0月１3日（土） ばしょ ： 中央図書館 多目的ホール

入場無料

申し込み不要

☆1０:３０～11:30 落語会

☆1３:００～1４:００ トークショー（託児あり）

☆1４:１５～1４:５５ おはなし会

☆1５:１０～1５:４０ かんたん工作「回転ロケット」

子どもから大人まで楽しめるお噺。演目は当日のお楽しみ！

＜出演＞ 車家化狐。さん（岡山大学落語研究会ＯＢ）

車家円蔵 さん（岡山大学落語研究会）

＜対象＞ 小学生～一般

長年の図書館勤務の後、倉敷で絵本専門店を始められたこれまでのいろいろなお話や、

絵本専門士やＪＰＩＣ読書アドバイザーとしておすすめの絵本も紹介します。

＜講師＞ 都築 照代さん（「つづきの絵本屋」店主）

＜対象＞ 小学生～一般

※託児希望の人は、９／２９（土）午前10時から中央図書館で申込受付開始します。（先着５人まで）

かさ袋でくるくる回るロケットを作って、みんなで飛ばしてみよう！

小学生未満のお子さんは、保護者の方と一緒にご参加ください。

絵本の読み聞かせやわらべうた、パネルシアターなど楽しいおはなしがいっぱい！！

＜出演＞ ままぽっと

★介護保険課との連携講座です★

日時 １０月２４日（水） １３時３０分～１５時

場所 中央図書館 多目的ホール

講師 松本 尚さん（松本尚司法書士事務所 司法書士）

定員 ３０人（先着順）

申込みが必要です。１０月２日（火）１０時から

中央図書館で受け付けます。電話可。

自分らしい終末や葬儀の生前準備

★協働推進課との連携講座です★

今回は、協働推進課と、第３回赤磐市男女共同参画セミナーとして講座を開催します。

ご自分やご家族の納得いく終末や、葬儀・お墓のあり方を考えてみましょう。

死後の問題は、生きているときの問題です。人生の後半戦を楽しく過ごすための準備

を一緒に学んでみませんか？

日時 １０月１９日（金） １３時～１６時

場所 中央図書館 多目的ホール

講師 源 淳子さん（世界人権問題研究センター嘱託研究員）

定員 ４０人（先着順）

※申込みが必要・申込み受付中です。

問い合わせ・申込み先は、協働推進課になります。中央図書館では、受付を行いませんので、

お気をつけください。
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「ラ・ラ・ランド」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
ロサンゼルスで女優を目指すミアは、場末の

バーでピアノを弾くセバスチャンと出会う。

彼は自分の店を持ち、思う存分演奏したいと

願っていた。2人は恋に落ちるが、彼が加入

したバンドが成功したことから、心がすれ違

い始める。

「あなただけの人生をどう生きるか」
渡辺 和子／著（Ｙ１９８ワ）

【内容紹介】
なにが人間を幸せにするのか、なにが人間に

とってたいせつなのか。伝説の教育者・渡辺

和子が、ノートルダム清心女子大学学長時代、

若者へのメッセージを語った講演を精選・収

録する。

「回転寿司になれる魚図鑑」
松浦 啓一/著（487.5カ）

【内容紹介】
回転寿司で出合える「ウニ」「アナゴ」。回転

寿司になれない「チンアナゴ」「マカジキ」…。

お寿司屋さんでイバれて、スーパーの魚コー

ナーが好きになる、魚の知識が満載の本。回転

寿司ランキング、寿司用語辞典も収録する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「どうぶつのかおならべてみた」

高岡 昌江／文，かしわら あきお／絵

（４８１タ）

【内容紹介】
同じ種類の動物の顔をページいっぱいに掲

載。くらべて楽しむ遊びを通して、動物の生

態や種類の見分け方が理解できるようになる、

新しいスタイルの写真図鑑。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１０月２日（火）～１０月３１日（水）

作　品：似顔絵

作　者：佐藤 瀬梨菜さん（赤磐市在住）

　昔から絵を描くのが好きでしたが、本格的に似顔絵を描

きは始めたのは２年半前。現在は子育てをしながら描いて

います。作品の大きさや立体飾り（造花やストーンで装飾）

にするかによって違いますが、完成するまでには１日から

１週間ぐらいかかります。今回は図書に展示するというこ

とで、図書館職員の人の似顔絵も描いていますので、カウ

ンターにいる職員さんを探してみてください。

【新着図書情報】平成３０年８月９日～平成３０年９月６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マ
人工知能はなぜ椅子に座れないのか　－情報化社会にお

ける「知」と「生命」－ 松田　雄馬 Ｆアキ ガラスの殺意 秋吉　理香子

020.4ホ 本の虫の本 林　哲夫 Ｆアキ 向日葵のある台所 秋川　滝美

024イ 夢の猫本屋ができるまで　－Ｃａｔ’ｓ　Ｍｅｏｗ　Ｂｏｏｋｓ－ 井上　理津子 Ｆアケ 対岸の家事 朱野　帰子

024タ 猫はしっぽでしゃべる 田尻　久子 Ｆアサ 骸の鍵 麻見　和史

146.8オ
スルースキル　－“あえて鈍感”になって人生をラクにする

方法 大嶋　信頼 Ｆイ 愛すること、理解すること、愛されること 李　龍徳

159サ 齋藤一人　俺の人生　－すべてが成功する絶対法則－ 齋藤　一人 Ｆイオ 冷たい檻 伊岡　瞬

210.4ス 戦国時代の天皇 末柄　豊 Ｆイジ 日傘を差す女 伊集院　静

291.0イ いまいちばん美しい日本の絶景 ＭｄＮ編集部 Ｆイチ ざんねんなスパイ 一條　次郎

291.0キ
奇跡に出会う日本の新絶景　－行きたい！撮りたい！アッ

プしたい！－ Ｆウチ すぐ死ぬんだから 内館　牧子

302.5モ 地図で見るアメリカハンドブック クリスティアン・モンテス Ｆウブ 破蕾 冲方　丁

318.6キ キーワードで読み解く地方創生 みずほ総合研究所 Ｆエン 文字鍋 円城　塔

323.0ヤ ＡＩと憲法 山本　龍彦 Ｆオオ 赤い靴 大山　淳子

324.7ソ 認知症になった親の財産と生活を守る１２のメゾット 外岡　潤 Ｆオオ あなた 大城　立裕

324.7ナ 残念な相続 内藤　克 Ｆオト ある日失わずにすむもの　－ｔｗｅｌｖｅ　ａｎｔｉｗａｒ　ｓｔｏｒｉｅｓ－ 乙川　優三郎

335タ
マイペースで働く！自宅でひとり起業仕事図鑑　－ＡＴ　ＨＯ

ＭＥ　ＥＮＴＲＥＰＲＥＮＥＵＲＳＨＩＰ－ 滝岡　幸子 Ｆオノ 夜の側に立つ 小野寺　史宜

336.3サ
マネージャーの問題地図　－「で、どこから変える？」あれも

これもで、てんやわんやな現場のマネジメント－ 沢渡　あまね Ｆカキ 信長の原理 垣根　涼介

336.5ヤ 捨てる。　－引き算する勇気－ やました　ひでこ Ｆカン 母のあしおと 神田　茜

338キ 銀行デジタル革命　－決定版－ 木内　登英 Ｆキウ ドッグレース 木内　一裕

366.2ハ 女子のための「手に職」図鑑　－一生困らない－ 華井　由利奈 Ｆクボ 青少年のための小説入門 久保寺　健彦

451.7タ 虹の図鑑　－しくみ、種類、観察方法－ 武田　康男 Ｆコジ 幸せな結婚 小島　慶子

481.1ハ へんないきものもよう 早川　いくを Ｆサク ふたりぐらし 桜木　紫乃

493.12ミ 薬に頼らず血糖値を下げる方法 水野　雅登 Ｆシオ 歪んだ波紋 塩田　武士

493.15ア アルコール依存症から抜け出す本　新版　－イラスト版－ 樋口　進 Ｆジキ 秒速１１．２キロの熱情 直原　冬明

493.76ヒ
私たちは生きづらさを抱えている　－発達障害じゃない人

に伝えたい当事者の本音－ 姫野　桂 Ｆシバ 公園へ行かないか？火曜日に 柴崎　友香

498コ 死を生きた人びと　－訪問診療医と３５５人の患者－ 小堀　鷗一郎 Ｆシマ 鳥居の密室　－世界にただひとりのサンタクロース－ 島田　荘司

549ド ハンダづけをはじめよう Ｍａｒｃ　ｄｅ　Ｖｉｎｃｋ Ｆシン サーラレーオ 新庄　耕

576.8コ
わかる！使える！塗料入門　－＜基礎知識＞＜設計＞＜

製造＞－ 小林　敏勝 Ｆタカ オブジェクタム 高山　羽根子

595.6イ ゼロトレ　－羽が生えたように軽くなる－ 石村　友見 Ｆタカ 翼竜館の宝石商人 高野　史緒

596.3ケ 「サラダチキン」「鶏むね肉」の絶品おつまみ 検見崎　聡美 Ｆタニ 私が誰かわかりますか 谷川　直子

596.7ナ クリームソーダ純喫茶めぐり 難波　里奈 Ｆハス 始まりの家 蓮見　恭子

596サ 夜９時からの飲めるちょいメシ サルボ恭子 Ｆハハ 襲来　上 帚木　蓬生

596マ
ゆーママの平日ラクする冷凍作りおき　－“自家製ミール

キット”が新しい！－ 松本　有美 Ｆハハ 襲来　下 帚木　蓬生

645.6ア 犬像をたずねて歩く　－あんな犬、こんな犬３２話－ 青柳　健二 Ｆハマ 凍てつく太陽 葉真中　顕

754.9ビ
家族がよろこぶダンボール工作　－子供のための収納・家

具・おもちゃ－ ｐｉｋａ Ｆハム 蝶のゆくへ 葉室　麟

767.8ミ
歌を作ろう！　－宇宙でいちばんやさしい作詞作曲ガイド

ブック－ ミマス Ｆハラ 廃墟ラブ　－閉店屋五郎　２－ 原　宏一

911.1ア 愛×数学×短歌 横山　明日希 Ｆフジ 深夜の博覧会　－昭和１２年の探偵小説－ 辻　真先

911.1タ 牧水の恋 俵　万智 Ｆホサ ハレルヤ 保坂　和志

914.6イ
七〇歳年下の君たちへ　－こころが挫けそうになった日に

－ 五木　寛之 Ｆホン ボーダレス 誉田　哲也

914.6イ たそがれてゆく子さん 伊藤　比呂美 Ｆマヤ１ シンドローム　上　（〔ハゲタカ〕） 真山　仁

914.6ウ こころ傷んでたえがたき日に 上原　隆 Ｆマヤ２ シンドローム　下　（〔ハゲタカ〕） 真山　仁

933.7ジ こうしてイギリスから熊がいなくなりました ミック・ジャクソン Ｆミナ ブロードキャスト 湊　かなえ

933.7ジ 最初の悪い男 ミランダ・ジュライ Ｆムラ 星をつなぐ手　－桜風堂ものがたり－ 村山　早紀

933.7ハ 変わったタイプ トム・ハンクス Ｆムラ 地球星人 村田　沙耶香

953.7ル 監禁面接 ピエール・ルメートル Ｆモト 静かに、ねぇ、静かに 本谷　有希子

969.3ぺ ガルヴェイアスの犬
ジョゼ・ルイス・ペイ

ショ ット Ｆユキ ストロング・スタイル 行成　薫

983エ わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス B914.6マ 痛い靴のはき方 益田　ミリ


