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■は休館日 は行事がある日 

開館時間 午前 10時から午後 7時 

TEL (0866)82-2100  

FAX (0866)82-9101

 l ibrary@town.yakage. lg . jp 

  https://l ibrary. town.yakage.okayama. jp  
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5月

6月

暖かく過ごしやすい季節になりましたね。５月は GW もあり、

おでかけにはぴったりの時期です。人混みを避け、しっかり予防

をしながら、行楽日和を楽しみましょう。 

５月の行事 

えいごであそぼう 

日時：５月１５日（土） 

１１：００から 

場所：リハーサル室 

 

おはなしらんど 

日時：５月２２日（土） 

１０：３０から 

場所：幼児コーナー 

 

お知らせ 

作品：「映画 すみっコぐらし」（６６分） 

場所：リハーサル室 

定員：先着２５名 

（１家族につき保護者１人まで同伴可） 

・入場無料ですが整理券が必要です 

・整理券は図書館で配布しています 

※整理券が無くなり次第、終了します 

みんなでえいごを楽しもう！ 

時間：１１：００～１１：３０ 

場所：リハーサル室 

 

期間中に５冊以上本を借りてくれた子や、

イベントに参加してくれた子にはスタン

プを押します。図書館に置いてあるスタン

プ用紙をもらってください。 

 

ご好評につき 

満席になりました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

５月の本 

本のおかわり～もう１冊、なにかほしいなと思ったら～ 

日本てくてくゲストハウスめぐり （291.0マ） 

松鳥むう/著 

お魚天国な島の宿、ワンダーランドな木造校舎。日本

の「すてき」がぎゅっと詰まった、やさしくゆるやかな

ゲストハウスを、コミックエッセイで紹介します。全国

各地のおすすめ宿も掲載。 

虹色のチョーク （589.7コ） 

小松成美/著 

社員の7割が知的障がい者のチョーク工場「日本理化

学工業」が業界トップシェアを成し遂げ、“日本でいち

ばん大切にしたい会社”と呼ばれる理由とは。家族の

宿命と経営者の苦悩、同僚の戸惑いと喜びを描いたノ

ンフィクション。 

すばらしき特殊特許の世界 （507.2 イ） 

稲森謙太郎/著 

松本人志が発明した脅威の目覚まし時計、富士フイル

ムの暴漢撃退カメラなど、ユニークな題材を、取材や

調査を通じてドラマチックに描く。特許の取り方から

最先端のスマートフォン特許まで、笑えて学べる特許

入門書。 

好奇心を“天職”に変える空想教室 （159ウ） 

植松努/著 

ぼくらは知恵と工夫で、世界を救うために生まれてき

た。小さな町工場から自家製ロケットを打ち上げ、宇

宙開発の常識を逆転。日本一の空想経営者が“どんな

夢も実現させる方法”を語る。 

▼ゲストハウスは、男女別相部屋

（ドミトリー）形式の素泊まり宿の

ことで、共用スペースでは旅人同士

が交流したり、食事をしたりしま

す。非日常が体験できるとあって、

人気なんですよ。 

▼日本理化学工業の会長や社長、働

く社員、さらには普段語られること

の少ない障がい者のご家族へのイン

タビューを通して、「働く幸せ」を伝

えてくれます。 

▼「特殊特許」と筆者が呼ぶ、ユニ

ークな特許を紹介するちょっとおか

しな本。馴染みやすい切り口で、特

許の世界を教えてくれます。これ一

冊で、特許についての概要を理解で

きるとてもいい本です。 

▼「どうせ無理」が人生を虚無にし

てしまう。「飛行機やロケットの仕事

をする」という夢をまっすぐ追い続

けてきた植松さんのノンフィクショ

ン。つまづいて立ち止まった人への

エールが込められた感動の一冊。 

『記憶屋』 織守きょうや/著 

忘れたい記憶を消してくれる都市伝説の怪人、記憶屋。

大学生の遼一は単なる噂だと思っていたが、ある日突然

大切な人の記憶が消えてしまい、記憶屋の正体を探り始

める…。切ない青春ノスタルジックホラー。２０２０年

に映画化された作品。 

切なさが残る物語。 

特に物語の終盤は、 

うるっときます。 



F

9月9日9時9分 一木　けい／著 F ｲ

★ 山田方谷伝　上・下 宇田川　敬介／著 F ｳ 魔法のおやつをめしあがれ 太田　さちか／著 596.6 ｵ

本日も晴天なり 梶　よう子／著 F ｶ 食べられる庭図鑑 良原　リエ／著 626.9 ﾖ

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本　惟／[著] F ｷ ★ まんがでわかるイヌの気持ち 藤井　聡／監修 645.6 ﾏ

チンギス紀　10 北方　謙三／著 F ｷ 10

★ 大義 今野　敏／著 F ｺ

なごり雪 新堂　冬樹／著 F ｼ

高瀬庄左衛門御留書 砂原　浩太朗／著 F ｽ

旅する54字の物語 氏田　雄介／編著 F ﾀ

傷痕のメッセージ 知念　実希人／著 F ﾁ

青天を衝け　1 大森　美香／作 F ﾄ 1

復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山　七里／著 F ﾅ

★ 新謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉／著 F ﾋ

どの口が愛を語るんだ 東山　彰良／著 F ﾋ

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著 F ﾋ

魂手形 宮部　みゆき／著 F ﾐ

ドキュメント 湊　かなえ／著 F ﾐ

100日後、きみのいない春が来る。 miNato／著 F ﾐ

青い孤島 森沢　明夫／著 F ﾓ

小説しろひげ在宅診療所 山中　光茂／[著] F ﾔ

9

シルバー川柳　明日があるさ編 みやぎシルバーネット／編 911.4 ｼ

生きるコツ 姜　尚中／著 914.6 ｶ

★ ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野　綾子／著 914.6 ｿ

噓かまことか 平岩　弓枝／著 914.6 ﾋ

時代を撃つノンフィクション100 佐高　信／著 019.9 ｻ

伝える技術はこうみがけ! 新庄　秀規／著 070.1 ｼ

尊厳 マイケル・ローゼン／[著] 150.2 ﾛ

陰謀の日本近現代史 保阪　正康／著 210.6 ﾎ

紅衛兵とモンゴル人大虐殺 楊　海英／著 222.6 ﾔ

渋沢栄一92年の生涯　冬の巻 白石　喜太郎／著 298.1 ｼ

戦後政治史 石川　真澄／著 312.1 ｲ

マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳　順治／原作 330 ｺ

労働組合とは何か 木下　武男／著 366.6 ｷ

<見てわかる>介護の技術 日本キャリアパスアカデミー／著 369 ﾐ

校庭の雑草 岩瀬　徹／共著 375.4 ｺ

草木鳥鳥文様 梨木　香歩／文 488.0 ﾅ

ガマンしていませんか?帯状疱疹の痛み 岡　秀昭／著 493.8 ｶﾞ

今だから知りたいワクチンの科学 中西　貴之／著 493.8 ﾅ

トコトンやさしい土木技術の本 溝渕　利明／著 510 ﾐ

誰かに話したくなる摩訶不
思議な生きものたち

岡部　聡／著 480.4 ｵ

日本の小説

その他文学・エッセイ／外国小説

趣味／実用／知識の本

アイリス・ゴッ

トリーブ／イラ
スト・文

イラストで学ぶジェンダーのはなし 367.1 ｺﾞ

かんたん!味つけの黄金比ポ
ン酢とマヨは1:1がいい

倉橋　利江／著 596 ｸ

３月２１日から４月２４日までに受け入れた一般書の中か

ら抜粋して紹介しています。

新刊の貸出は、一度に一冊とさせていただきます。

寄・・・寄贈で頂いた本です

★『山田方谷伝 上・下』

宇田川 敬介／著 F 

藩の借金300億円をわずか7年で300億円の蓄財に変え

た山田方谷。貧農出身ながら学問で身を起こし、「備中聖

人」「幕末の孔明」と称された山田方谷の生涯を描いた小

説。

★『大義』

今野 敏／著 F  

俺たちの所轄で暴力は許さない! “ハマの用心棒”諸橋と、

陽気なラテン系の相棒・城島、人間味溢れる刑事たちの

活躍を描くスピンオフ集。「謹慎」「やせ我慢」など全7編を

収録。『読楽』掲載を書籍化。

★『新謎解きはディナーのあとで 』

東川 篤哉／著 F 

警視庁に栄転した風祭警部は、大きなミスを犯して国立

署に舞い戻る。麗子の後輩に新人の若宮愛里が加わり、

新メンバーで難事件に挑むが…。毒舌執事・影山の推理

が冴えわたる本格ミステリ。『きらら』掲載に書き下ろし。

★『ひとりなら、それでいいじゃない。』

曽野 綾子／著 914.6  

人に会えない、頼れない…。そんな時代こそ、ひとりの時

を愉しむ余裕を持ちたい-。コロナ禍とともに生きる新しい

指針となる、曽野綾子の137の教えをまとめる。

★『まんがでわかるイヌの気持ち』

藤井 聡／監修 645.6  

2018年刊「イヌの気持ち」をオリジナルストーリーでまん

が化。イヌを飼い始めるところから、注意点や気をつけた

いポイントをわかりやすく解説。イヌの気持ちを理解する

ことで子どもにどのような影響があるかにも言及する。



 

決算!忠臣蔵 中村 義洋／監督・脚本 2020年

若おかみは小学生! 高坂 希太郎／監督 2019年

Fukushima 50 若松　節朗／監督 2021年 新聞記者 藤井 道人／監督 2019年

ONE PIECE STAMPEDE 大塚 隆史／監督 2020年 天使にラブ・ソングを　2 ビル・デューク／監督

アイネクライネナハトムジーク 今泉 力哉／監督 2020年 東映まんがまつり 2019年

あの日のオルガン 平松　恵美子／監督・脚本 2021年

アベンジャーズ エンドゲーム ANTHONY RUSSO／監督 2019年

アラジン ガイ・リッチー／監督 2019年

アルキメデスの大戦
山崎　貴／監督・脚本・Ｖ

ＦＸ
2020年

キングダム 佐藤 信介／監督 2019年

しまじろうとおおきなき 2015年

スター☆トゥインクルプリキュア 田中 裕太／監督 2020年

ねことじいちゃん 岩合　光昭／監督 2019年

ばあばは、だいじょうぶ ジャッキー・ウー／監督 2020年

パプリカ 今 敏／監督 2007年

マスカレード・ホテル 鈴木　雅之／監督 2020年

マチネの終わりに 西谷　弘／監督 2020年

もうろうをいきる 西原 孝至／監督 2017年

ゆずりは 加門 幾生／監督 2018年

リメンバー・ミー LEE UNKRICH／監督 2018年

引っ越し大名! 犬童 一心／監督 2020年

映画クレヨンしんちゃん 原　恵一／監督・脚本 2008年

映画ひつじのショーン リチャード・フェラン／監督 2020年

仮面ライダー 杉原 輝昭／監督 2020年

居眠り磐音 本木 克英／監督 2020年

銀河鉄道の夜 杉井　ギサブロー／監督 2014年

空海KU-KAI チェン・カイコー／監督 2018年

君の膵臓をたべたい 月川 翔／監督 2018年

2017年

宮崎　駿／原
作・脚本・監督

2015年千と千尋の神隠し

仮面ライダー平成ジェネ
レーションズFOREVER

山口 恭平／監督 2019年

スティーヴン・
チョボスキー／
監督

ワンダー 2018年

信友　直子／監

修・撮影・語り

ぼけますから、よろしくお
願いします。

2020年

2019年

デイビッド・
イェーツ／監
督・脚本

2017年
ファンタスティック・ビー
ストと魔法使いの旅

HUGっと!プリキュア♥ふたりはプ
リキュア オールスターズメモリー

ズ

宮本 浩史／監督

プロフェッショナル　113
猫を知れば、世界が変わる

岩合　光昭／出演 2017年

グザヴィエ・ピ
カルド／監督

ムーミン 2015年

仮面ライダー×スーパー戦
隊超スーパーヒーロー大戦

金田 治／監督 2017年

新海　誠／監
督・原作・脚本

君の名は。

ご注意

図書館で貸出をしているDVDは、著

作権補償金が含まれた金額となるた

め、市販のソフトより高額になります。

お取り扱いには十分ご注意ください。


