
　

　

. 　

中央図書館：086-955-0076

赤坂図書館：086-957-2212

熊山図書館：086-995-1273

吉井図書館：086-954-9200

ホームページ：https://www.akaiwa-lib.jp

Facebookページ

　は休館日

　【開館時間】

●全館：午前１０時から午後６時まで
※中央図書館の毎週木曜日午後８時までの
開館時間の延長は、当面の間中止いたします。

Instagramページ

貸出数ベスト１０ 令和３年9月21日～10月21日“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１１月２日（火）～１１月３０日（火）
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展示写真：“写 心”（一瞬の心を写す）

撮 影 者 ：小野 祐治（赤磐市在住）

自然界とそこに係わる私たちの暮らし。そこには、数々

の感動のシーンが存在しています。その感動の一瞬の心地

をとらえ、写しとった作品４点をご紹介します。

皆さんそれぞれの感性に照らし、何かしらアピールする

ところがあればと期待するところです。

●上映作品●

「ウォーキング withダイナソー ～太古の地球へ～」

最新の科学でよみがえる7000万年前の恐竜ワールド！
白亜紀後期のアラスカ。冬の到来と共に植物恐竜パキリノサウルスの

群れは、温暖な土地へと大移動を始める。厳しい大自然の中、たくま

しく生き抜く恐竜たちの姿をBBCearthが描く。（４３分）

日 時：令和３年１１月２０日 (土)

午後１時４５分 開 場

午後２時～ 上 映

場 所：中央図書館 多目的ホール

定 員：３０名（先着順・要申込）

申し込みについて

１１月２日（火）

午前１０時から、

中央図書館で受付

します（電話可）

中央図書館・吉井図書館では岡山県立図書館の利用者カードを作ることがで

きるのをご存じでしょうか？カードの申し込みには身分証明書が必要ですので、

運転免許証・保険証などをお持ち下さい。

また、メールアドレスやパスワードを登録していただくことによって、県立

図書館のホームページから資料の予約をして、赤磐市内の図書館で予約資料を

受け取ることもできます。

他にも、県立図書館で借りた本を赤磐市内の図書館で返すことが

できるなど、様々なご利用方法があります。

順位 タイトル 著者 資料種別

1 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤　愛子 一般書

透明な螺旋 東野　圭吾 一般書

能面刑事の奮迅 中山　七里 一般書

4 白鳥とコウモリ 東野　圭吾 一般書

婿どの相逢席 西條　奈加 一般書

もういちど 畠中　恵 一般書

老いの福袋 樋口　恵子 一般書

５０代６０代の住みたい家、暮らしたい家 主婦と生活社 一般書

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１６ 廣嶋　玲子 児童書

暮鐘 今野　敏 一般書

2

5

7



  

　

【一般書】

【児童書】 【視聴覚資料】

【一般書】

【一般書】

【一般書】

【児童書】

【児童書】

【児童書】

● 中央図書館 ● ● 赤坂図書館 ●

● 熊山図書館 ●

● 吉井図書館 ●

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

『 ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 2』

ブレイディ みかこ／著

（ 新潮社）

話題となった本の続編で、完結編。

助け合ってきた隣人との別れ、母の国で

の祖父母との旅・・。中学生の「ぼく」

は“事件”続きの暮らしの中で大人への

階段を昇っていく。親子の成長物語。

『＃マイネーム』

黒川 裕子／著

（さ・え・ら書房）

両親の離婚で名字が変わった明音は、Ｓ

ＮＳで地元中学生限定のスレッド＜自分の

名前がきらいなやつ集まれ＃マイネーム＞

に出会う。

『打ち返す力』

水谷 隼／著

（講談社）

技術はもちろん、心理戦、メンタルの要

素が強くモノを言う卓球。東京オリンピッ

ク金メダリスト・水谷隼が、競技を通じて

得た経験と卓球哲学を語り、仕事や学業、

目の前の課題を「打ち返す力」を身につけ

るためのヒントを示す。

『よあけ』

あべ 弘士／作

（偕成社）

あの日、子どもだったわたしは、じい

さんと舟にのっていた。毛皮を町へ売り

に行く途中で夜が来て、わたしたちは森

の中で一晩を過ごし…。大自然の中でむ

かえる夜明けをドラマチックに描いた美

しい絵本。

『最終結論

「発酵食品」の奇跡』

小泉 武夫／著

（文藝春秋）

発酵学の第一人者が、世界中を旅して

見つけて実際に食べた、臭くて美味い発

酵食品５０年のコレクションからベスト

１７を選出。心に残って忘れがたい思い

出やエピソードとともに紹介する。

『いないいないにゃあ』

沖 昌之／作・写真

（講談社）

いないいないにゃあ。ねこさんねこさ

ん、かわいいおかお、みせて。いないい

ない、にゃっ。ソトネコたちのくすっと

笑える瞬間を捉えた、猫写真家・沖昌之

による写真絵本。

『知識ゼロからの空き家対策』

杉谷 範子／著

名和 泰典／著

（幻冬舎）

空き家を抱える人が「今、何をすればい

いのか」がわかるよう、空き家対策のポイ

ントから空き家の片づけや管理法、活用法

の比較、不動産取引の流れまでをわかりや

すく解説。空き家にさせないための対策も

盛り込む。

『山賊のむすめローニャ』

アストリッド・リンドグレーン／作

イロン・ヴィークランド／絵

ヘレンハルメ 美穂／訳

（岩波書店）

森の中で暮らす山賊、マッティス一族の

娘ローニャ。ある日、宿敵ボルカ一族の息

子ビルクに出会い、ふたりは友情を育んで

いくが…。厳しく美しい自然を舞台に、親

子の絆と葛藤、新たな世界への旅立ちと友

情を描いた物語。

のりチーズの豚肉巻き、さけとチーズの包

み蒸し、たたききゅうりのナムル、春雨の中

華スープ…。火と包丁は使わずに、電子レン

ジやキッチンばさみを使って作れる料理のレ

シピを、詳細な手順写真で紹介する。

『火も包丁も使わない！

はじめてのお料理BOOK

楽チンしっかりおかず編』

阪下 千恵／著

（日東書院本社）

長野県のとある精神科病院。患者たちは家族

や世間から遠ざけられても、明るく生きようと

していた。そんな日常を一変させる殺人事件が

院内で発生。事件はなぜ起きたのか。精神科病

棟で紡ぎ出される、優しき人間たちのドラマ。

『閉鎖病棟 それぞれの朝』

平山 秀幸／監督

帚木 蓬生／原作

（東映）

『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“おすすめの一冊”をご紹介します☆

☆今回ご紹介するのは、背番号３３番の中本 柚朱 選手!! ☆

おすすめの本 「童の神」 今村 翔吾／著

「岡山県産の果物」がお気に入りという、

中本柚朱 選手の「おすすめの一冊」です☆

【中本柚朱 背番号３３＊広島県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター 】

おすすめの一言

平安時代、「童（わらわ）】」と呼ばれ差別を受ける人たちがいました。

このお話は、一人の青年と仲間たちが人種差別に立ち向かっていく

姿を描いた感動作です。歴史小説で読みづらく感じるかもしれません

が、読み始めると止まりません！
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