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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

 

１１月１日（水）午前１０時から中央図書館で受付けます！（先着５０名） 

   お電話でのお申し込みもできます（Ｔel. ０８６－９５５－００７６） 

場所：赤磐市立中央図書館 多目的ホール 

講師：佐藤 雅代さん （山陽学園大学教授） 

平成２９年度 赤磐市立中央図書館主催文学講座 

【１１月】
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認知症や財産管理・・・ 『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☆

今回ご紹介するのは、背番号１５番の髙田茉優選手!!

“えがお☆キラリ

☆1０:00～1１:30  切り紙ワークショップ 

☆10:30～11:00  おはなし会 

☆14:15～15:15  ワクワク☆マジックショー 

☆15:30～16:30  かんたん工作「くるくるたこさん」 

☆13:00～14:00 ミニ☆コンサート 

入場無料 

切り紙ワークショッ

プは要申込 

不思議いっぱい！おもしろびっくりマジックショー！！ドキドキ楽しんだ後は

一緒にマジシャンになってみよう。　<出演>津山マジッククラブの皆さん

　みんなで絵本の世界を楽しみましょう♪

『さんぽ（「となりのトトロ」より）』『アベマリア』『荒城の月』など

皆さんご存知の曲ばかりの楽しいコンサートです。　<出演>小堀佳代子さんと仲間たち

とき ： １１月１２日（日）  ばしょ ： 中央図書館 多目的ホール 

くるくる回る様子がおもしろい「くるくるたこさん」をつくって遊んでみよう☆

おすすめの本：「心を整える」　　　　

　　　　　　　長谷部　誠／著　　　　　

おすすめの一言：サッカーの長谷部選手が書いた本ですが、

　 　　　　　　題名のとおり心を整える方法が書かれていて、

            　    実践すると心が整う本です！

事例で学ぼう！成年後見制度 
 自分自身や親が高齢になってくると、日々の生活や財産管理が心配になってきます。親族 

間での相続トラブル、老人ホームに入所した親の金銭管理など、老後の不安は尽きません。 

認知症になった場合はなおさらです。 

 今回は、実際に後見人としてご活躍されている司法書士の方をお招きし、成年後見制度に 

ついて、様々な事例を交えて、わかりやすくお話していただきます。 

 しっかりと制度について学び、老後の不安を解消しましょう。 

日時 １１月２９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。 

１１月１日（水）１０時

から中央図書館で 

受け付けます。電話可。  

「岡山は岐阜に比べて雨が降らないことに驚きました！！」

という髙田茉優選手の「おすすめの一冊」です☆

【髙田茉優選手【背番号１５*岐阜県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）セッター】

★今回は介護保険課と講座を企画しました。

おしゃれなクリスマスカードを作ってみませんか。会場内に子どもが遊べるスペースが

ありますので、子どもさんと一緒にご参加ください。　　<講師>増田教子さん

定員：１５名（先着順）   申し込み先：中央図書館（電話可）　11月1日（水）午前10時より受付開始
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「R70ごぼう先生の健康体操 

 ～できなくてあたりまえ体操編～」  

              （DVD）                     
 

【内容紹介】 
 ＤＶＤを見ながら、ごぼう先生と一緒に衰え予

防ができる。「できなくてあたりまえ体操編」で

は、イスに座ったまま挑戦できる認知症予防体操

を紹介。大きな字幕付き。 

 
 

「自分のことがわかる本」 
  安部 博枝／著（Y159ア） 
 

 

【内容紹介】 
 人材育成や、キャリアデザイン研修に長く携

わってきた著者が、ポジティブ･アプローチの考

え方を使って、若い世代が前向きにキャリアデザ

インしていくための方法を紹介する。 

 

 
「ディープオーシャン深海生物の世界」 
 ＮＨＫスペシャル「ディープオーシャン」 

       製作班／監修（481.7デ） 

 

【内容紹介】 
最新科学で、地球最後の秘境「深海」とそ

こに住む生き物のミステリーに迫る。         
  

 

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 

 

「美術ってなあに？」 
スージー・ホッジ／著，小林 美幸／訳， 

クレア・ゴーブル／イラスト（７００ ホ） 
 

【内容紹介】 
 「目も鼻もない棒みたいな人の絵がなんでアー

トなの？」「美術作品ってどうしてものすごく

値段が高いの？」など、「なぜ？」という疑問

を通して美術作品を解き明かしていく入門書。 

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１１月１日（水）～１１月３０日（木）

岡山シーガルズ応援展示

赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動をしている岡山

シーガルズ応援企画として、サイン入りユニフォーム（山口

舞選手）、写真、タオル、ウィンディーぬいぐるみ等の展示

を行いますので、是非ご覧ください。

平成29年11月4日から開幕する2017/18Ｖ・チャレンジ

リーグでの岡山シーガルズの活躍をみんなで応援しましょう～！！

【新着図書情報】平成２９年９月１４日～平成２９年１０月５日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

Ａ367.9ナ 封じ込められた子ども、その心を聴く 中塚　幹也 Ｆアカ 死神と道連れ 赤川　次郎

Ａ596ゴ ごっつぉ　２０１８ 株）ビザビリレーショ ンズ Ｆアキ ジゼル 秋吉　理香子

019ニ 死ぬほど読書 丹羽　宇一郎 Ｆアベ 宗麟の海 安部　龍太郎

049ス すごい会話のタネ７００ 話題の達人倶楽部 Ｆイサ ホワイトラビット 井坂　幸太郎

121.0オ いまこそ知りたい日本の思想家２５人 小川　仁志 Ｆイシ 裏切りのホワイトカード 石田　衣良

141.9イ 美しい日本のくせ字 井原　奈津子 Ｆイチ ブルーローズは眠らない 市川　憂人

159オ 先延ばしは１冊のノートでなくなる 大平　信孝 Ｆイト 西郷の首 伊東　潤

159ナ なぜあの人は、しなやかで強いのか 中谷　彰宏 Ｆイヌ 僕たちのアラル 乾　緑郎

209.7バ ヒトラーの原爆開発を阻止せよ！ ニール・バスコム Ｆウエ 翻弄 上田　秀人

289.1サ 西郷隆盛の生涯 Ｆウタ ディレクターズ・カット 歌野　晶午

290.9マ 美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田　ミリ Ｆカジ 墨の香 梶　よう子

291.0ク クルマで行く山城さんぽ１００ Ｆカト １９９９年の王 加藤　元

304イ おい、マジか。池上彰の「ニュースを疑え！」 池上　彰 Ｆカド 銀河鉄道の父 門井　慶喜

316.4ナ ぼくは１３歳、任務は自爆テロ。 永井　陽右 Ｆカネ 双子は驢馬に跨がって 金子　薫

334.4ミ だから、居場所が欲しかった。 水谷　竹秀 Ｆカン オーバーロードの街 神林　長平

361.4カ 口ベタでも、人を動かすうまい質問 神岡　真司 Ｆコデ 星ちりばめたる旗 小手鞠　るい

364.0ヤ 社会保障クライシス 山田　謙次 Ｆコン 武士マチムラ 今野　敏

366.1ケ 検証働き方改革 日本経済新聞社 Ｆサク フェルメールの街 櫻部　由美子

367.2シ シングル女性の貧困 小杉　礼子 Ｆサク 砂上 桜木　紫乃

421.3コ １２歳の少年が書いた量子力学の教科書 近藤　龍一 Ｆササ 孤軍 笹本　稜平

489.5ハ 人を襲うクマ 羽根田　治 Ｆセト 青い花 瀬戸内　寂聴

498.35ナ 歩き方で人生が変わる 長尾　和宏 Ｆタキ 乗りかかった船 瀧羽　麻子

498.8ホ 会社の中の発達障害 星野　仁彦 Ｆタキ 高架線 滝口　悠生

521.8ニ 日本の最も美しい町 美しい町研究会 Ｆタマ 花になるらん 玉岡　かおる

537モ これから始まる自動車運転社会はどうなる！？ 森口　将之 Ｆチネ 崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人

548.3カ 闘え！高専ロボコン 萱原　正嗣 Ｆナカ ワルツを踊ろう 中山　七里

559.5イ 最新ミサイルがよ～くわかる本 井上　孝司 Ｆナガ 教場　０ 長岡　弘樹

590.4イ ６０代シンプル・シックな暮らし方 石黒　智子 Ｆニキ 千夜と一夜の物語 仁木　英之

590オ ミニマリストの持ちもの帖 尾崎　友吏子 Ｆハタ 消えない月 畑野　智美

596.0ス のんきに生きる 鈴木　登紀子 Ｆハナ 心中旅行 花村　萬月

626.9イ
人気ブロガー・横着じいさんのかんたん水耕栽

培決定版！ 伊藤　龍三 Ｆハハ 守教　上･下 帚木　蓬生

645.6イ 犬川柳 Ｆハム 草笛物語 葉室　麟

645.7ネ 猫川柳 Ｆヒガ マスカレード・ナイト 東野　圭吾

648.2ア 侵略する豚 青沼　陽一郎 Ｆヒガ ライオンは仔猫に夢中 東川　篤哉

721.8カ 葛飾北斎 美術手帖 Ｆフク 星星の火　２ 福田　和代

781.4サ すごいストレッチ 崎田　ミナ Ｆフジ 茶筅の旗 藤原　緋沙子

783.4イ ＰＩＴＣＨ　ＬＥＶＥＬ 岩政　大樹 Ｆフジ 編集ども集まれ！ 藤野　千夜

788.1ウ 裏まで楽しむ！大相撲 ダグハウス Ｆミヤ ヴィオレッタの尖骨 宮木　あや子

810.4ヨ 大人の語彙力が使える順できちんと身につく本 吉田　裕子 Ｆミヤ 湖底の城　８巻 宮城谷　昌光

914.6コ 感傷的な午後の珈琲 小池　真理子 Ｆモリ 悪道　５ 森村　誠一

933.7オ ぼくらが漁師だったころ チゴズィエ・オビオマ Ｆモリ 失恋バスは謎だらけ 森沢　明夫

933.7キ ファインダーズ・キーパーズ　上・下 スティーヴン・キング Ｆヤマ きっと誰かが祈ってる 山田　宗樹

933.7グ 運命と復讐 ローレン・グロフ Ｆユイ 淳子のてっぺん 唯川　恵

933.7ホ 消滅遊戯 ロジャー・ホッブズ Ｂ159ウ また身の下相談にお答えします 上野　千鶴子

949.5ア 湖の男
アーナルデュル・イ

ンドリダソン Ｂ779.1タ 人生を味わう古典落語の名文句 立川　談慶

929.1キ 自由を盗んだ少年 金　革 Ｂ933.7ビ 東の果て、夜へ ビル・ビバリー


