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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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２月１８日（月）～２月２５日（月）は蔵書点検・

図書館システム更新のため、市内全館休館します。

平成30年度　赤磐市立中央図書館主催文学講座

申込が必要です。

１月８日（火）１０時から

中央図書館で受け付け
ます。電話申し込み可。

場所：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）おすすめの本：「僕の殺人」　　　　

　　　　　　　太田　忠司／著　　　　　

☆ 今回ご紹介するのは、背番号２7番の楢崎慈恵選手!!  ☆

岡山で発見したことは「ハスラーに乗っている人が多い」という

楢崎慈恵選手の「おすすめの一冊」です☆

【楢崎慈恵選手【背番号27*福岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）リベロ】

おすすめの一言：ある少年が両親共に殺害された現場に居合わせた

                      のに覚えていない。そして10年後…、ある事が

                      きっかけで真実を探し出すと、自分が最大の犠牲

　　　　　　　   者であり加害者でもあることが…。想像を超えた

　　　　　　　   ミステリー作品で面白かったです。

【新着図書情報】平成３０年１１月８日～平成３０年１２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ノ ＡＩ入門講座　－人工知能の可能性・限界・脅威を知る－ 野口　悠紀雄 Ｆアカ 鼠、恋路の闇を照らす 赤川　次郎

007.6サ トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻　佳壽美 Ｆアキ 祭火小夜の後悔 秋竹　サラダ

019.1オ 大人の読解力　－“読み解くこと”は最強の武器である－
ビジネスフレームワーク

研究所 Ｆアキ 田沼スポーツ包丁部！ 秋川　滝美

146.8ネ 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本　裕幸 Ｆアケ 会社を綴る人 朱野　帰子

210.3コ 古墳のひみつ　－見かた・楽しみかたがわかる本－ 古代浪漫探究会 Ｆアサ 草々不一 朝井　まかて

290.8コ ここでしか見られない感動する風景！
ナショ ナルジオグラ

フィック Ｆアサ 人生のピース 朝比奈　あすか

336.4ケ
ケーススタディ職場のＬＧＢＴ　－場面で学ぶ正しい理解と

適切な対応－ 寺原　真希子 Ｆアシ 新・二都物語 芦辺　拓

336.8カ
最新決算書の基本と分析がよ～くわかる本　－企業の成

績表の見るべきポイントを知る！－ 金井　正義 Fアマ 雑賀のいくさ姫 天野　純希

338.1キ 桐谷さんの株主優待生活　－定年後も安心！－ 桐谷　広人 Ｆイク 偽りのラストパス 生馬　直樹

364.6タ 人生１００年時代の年金戦略 田村　正之 Ｆイサ フーガはユーガ　－ＴＷＩＮＳ　ＴＥＬＥＰＯＲＴ　ＴＡＬＥ－ 伊坂　幸太郎

364ワ
わかりやすい社会保障制度　－はじめて福祉に携わる人

へ－ 結城　康博 Ｆイナ 天下普請 稲葉　稔

366.3ハ
働く女子と罪悪感　－「こうあるべき」から離れたら、もっと

仕事は楽しくなる－ 浜田　敬子 Ｆウチ ダンシング・マザー 内田　春菊

366.3ム
ここからセクハラ！　－アウトがわからない男、もう我慢しな

い女－ 牟田　和恵 Ｆオオ ショ ートショ ート美術館　－名作絵画の光と闇－ 太田　忠司

367.7.シ シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢　さよ子 Ｆオギ それでも空は青い 荻原　浩

369.1シ 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤　健 Ｆオザ 犬も食わない 尾崎　世界観

369.3ワ
わたしは１３歳、シリア難民。　－故郷が戦場になった子ど

もたち－
国境なき子どもたち Ｆオト 二十五年後の読書 乙川　優三郎

371.4キ スマホ社会の落とし穴　－子どもが危ない！－ 清川　輝基 Ｆクサ 弁護士Ｋ 久坂部　羊

440チ
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない　－この世で一

番おもしろい宇宙入門－
ジョージ・チャム Ｆコシ まれびとパレード 越谷　オサム

488.7フ ふくろうの赤ちゃん　－もふもふもふもふ～－ 大橋　弘一 Ｆサイ 雨上がり月霞む夜 西條　奈加

488.9オ ひなエナガちゃん 小原　玲 Ｆサノ 佐野洋子の動物ものがたり 佐野　洋子

493.76オ 大人の発達障害　－生きづらさへの理解と対処－ 市橋　秀夫 Ｆシン こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一

498.34モ 奇跡の３日腹ペタ－不調が消える！体がコンパクトに！－ 森田　愛子 Ｆタカ 戒名探偵卒塔婆くん 高殿　円

498.37ハ
最高の入浴法　－お風呂研究２０年、３万人を調査した医

者が考案－ 早坂　信哉 Ｆツジ 不意撃ち 辻原　登

518.2イ
町自慢、マンホール蓋７００枚。　－新・デザインマンホール

１００選－ 池上　修 Ｆテラ 正しい愛と理想の息子 寺地　はるな

541.1ア
電気回路が一番わかる　－直流と交流の違いから複素数

まで理解できる－ 有馬　良知 Ｆナカ ゴー・ホーム・クイックリー 中路　啓太

589.2コ
コンプレックスを個性に変える　－太っている、年だから、

今どきの服が似合わない、と迷うあなたへ－ 石田　純子 Fナガ 救済 長岡　弘樹

596ウ 子どもはレシピ１０個で育つ。 上田　淳子 Ｆナル 斗星、北天にあり 鳴神　響一

596オ 休日が楽しみになる昼ごはん 小田　真規子 Ｆニタ そこにいるのに 似鳥　鶏

667.5ス
今日のおでんが元気とキレイを作る！「全国のおでん厳選

３０」　－おでんの主役は「かまぼこ・練り物」－ 鈴木　海央 Ｆハヤ 愉楽にて 林　真理子

673.9ワ
イラストで見る接客の基本とコツ　－カフェ・レストラン…

テーブルサービスの教科書－ 渡邊　忠司 Ｆハラ 常設展示室 原田　マハ

699.2オ 臨時放送局というメディア 大内　斎之 Fヒカ はんぷくするもの 日上　秀之

702.2カ 空をゆく巨人 川内　有緒 Ｆヒガ 夜汐 東山　彰良

754.9タ
折り花アレンジメント　－折り紙でつくる季節の花で暮らし

の中の小物づくり－ 田中　たか子 Fヒラ 柳は萌ゆる 平谷　美樹

791.0モ 日日是好日　－「お茶」が教えてくれた１５のしあわせ－ 森下　典子 Ｆフカ かけらのかたち 深沢　潮

837.8セ サバイバル英会話　－「話せるアタマ」を最速でつくる－ 関　正生 Ｆフク 黒いピラミッド 福士　俊哉

910.2ホ 傍らにいた人 堀江　敏幸 Fフジ 海とジイ 藤岡　陽子

914.6オ 針と糸 小川　糸 Ｆフジ 燃えよ、あんず 藤谷　治

914.6ム 猫がいなけりゃ息もできない 村山　由佳 Ｆヘン 月 辺見　庸

914.6ヨ お別れの色 吉本　ばなな Ｆマイ 私はあなたの瞳の林檎 舞城　王太郎

914.6ヨ
猫も老人も、役立たずでけっこう　－NHKネコメンタリー猫

も、杓子も。－ 養老　孟司 Ｆマツ １０８ 松尾　スズキ

915.6ハ 曙光を旅する 葉室　麟 Ｆミヤ 野の春 宮本　輝

923.7ゴ 自転車泥棒 呉　明益 Ｆムラ エリザベスの友達 村田　喜代子

933.7ス 鐘は歌う アンナ・スメイル Ｆムラ はつ恋 村山　由佳

933.7マ ピアノ・レッスン アリス・マンロー Fモリ 熱帯 森見　登美彦

953.7ル 炎の色 ピエール・ルメートル Fヤマ いつか深い穴に落ちるまで 山野辺　太郎

973コ 帰れない山 パオロ・コニェッティ Ｆユキ 怪盗インビジブル 行成　薫

本の返却は返却ポストをご利用できますが、以下の事にご注意ください。

山陽公民館、高月公民館、西山公民館、笹岡公民館でも返却することができます。

（各公民館の開館時間に限ります。）

・蔵書点検が終わるまで、返却処理作業は行いません。

・赤磐市立図書館以外の図書館で借りた本は入れないでください。

・紙芝居、大型絵本や、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオなど視聴覚資料は開館後カウンターへ

お返しください。

※図書館ホームページは２月１７日１８：００から２６日９：３０までご利用いただけません。

インターネット予約、貸出予約状況の確認、貸出期限の延長、「赤磐市にない本のリクエスト」

もできませんのでご注意ください。

蔵書点検とシステム更新のため、次の日程で中央・赤坂・熊山・吉井図書館すべて休館します。

休館期間中はご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

新年明けまして、おめでとうございます。

旧年中は、赤磐市立中央図書館をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、赤磐市立中央図書館は、昨年開館１０年を迎えました。１０年間のご愛顧に感謝

申し上げるとともに、みなさまの「暮らしに役立つ図書館」となるよう、今年もますます

創意工夫を重ねて運営していく所存です。

なお、今年も蔵書点検のため、また、これにあわせて図書館システムの更新を実施する

ため、２月１８日（月）から２月２５日（月）の間、閉館させていただきます。昨年は地

区館と実施日をずらすことで、返却、予約等に対応しておりましたが、今回は、システム

更新もあるため、やむなく地区館（全３館）と同時に実施することとなりました。みなさ

まにはご不便をおかけすることとなりますが、蔵書点検によって書架をリフレッシュさせ

ますので、何卒、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

これからも、より一層、図書館を利用していただけるよう、職員一同で取り組んでまい

ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

赤磐市立中央図書館職員一同

第１回　２月３日（日）午後２時～４時
　　　テーマ：「 方丈記」と 五大厄災
第２回　２月１０日（日）午後２時～４時
　　テーマ： 鴨長明に学ぶ不安定な時代の生き方

“ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず”ではじま

る鴨長明の『方丈記』は、多くの方におなじみの古典で、無常の文学、
清貧の文学と捉えられてきました。
　しかし、近年は「災害文学」としても注目が集まっています。
　この作品を読み解きながら、「豊かさの価値を疑え」という作者の

メッセージについて考えてみませんか。
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「ギフテッド」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
独身のフランクは、自殺した姉の娘メア

リーを養っている。彼女は数学の天才児“ギ

フテッド”で、周りは特別な教育を受けるこ

とを勧めるが、彼は「普通に育てる」という

姉との約束を守っていた。しかしフランクの

母が現れ…。

「ぼくたちは、宇宙のこと

ぜんぜんわからない」
ジョージ・チャム／ほか著（Ｙ440チ）

【内容紹介】
宇宙は何でできてるの? ビッグバンの時に

は何が起こった? ダークマターって何? まだ

解明されていない宇宙の謎をイラストを交え

てわかりやすく解説した、笑えて学べる世界

一おもしろい宇宙入門。

「パンの図鑑ミニ」
井上 好文/著（B596.6パ）

【内容紹介】
日本で手に入る世界のパン１１３種を取り

上げ、パンの形と断面の写真、主要穀物や発

酵法といったデータとともに紹介。素材から

製法・歴史・食べ方まで、知るほどに興味深

いパンの世界を詳しく解説する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「ジグソーステーション」

中澤 晶子／作（913ナ）

【内容紹介】
学校が大きらいの小学生・真名子は、駅に

住みついた浮浪者のおじさんと知り合う。彼

には戦災で行方不明になった弟がいた。ある

日、白い猫を追って駅のドームの下の開かず

の扉をくぐりぬけた真名子は、タイムスリッ

プし…。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
１月5日（土）～１月31日（木）

　「戌年から亥年へ」をテーマに、星野さんが木版画を大森さんが

備前焼を展示されます。

　過ぎ去りし平成30年に思いを巡らせ、改元が行われる新たな年

平成３１年に希望を込めて製作された作品です。木版画と備前焼の

素敵なコラボを是非、ご覧ください。

作　品：木版画・備前焼 ～戌年から亥年へ～

作　者：星野　忠三さん

　　　　大森　泰生さん

　　　（赤磐市在住）
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488.9オ ひなエナガちゃん 小原　玲 Ｆサノ 佐野洋子の動物ものがたり 佐野　洋子

493.76オ 大人の発達障害　－生きづらさへの理解と対処－ 市橋　秀夫 Ｆシン こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保　裕一

498.34モ 奇跡の３日腹ペタ－不調が消える！体がコンパクトに！－ 森田　愛子 Ｆタカ 戒名探偵卒塔婆くん 高殿　円

498.37ハ
最高の入浴法　－お風呂研究２０年、３万人を調査した医

者が考案－ 早坂　信哉 Ｆツジ 不意撃ち 辻原　登

518.2イ
町自慢、マンホール蓋７００枚。　－新・デザインマンホール

１００選－ 池上　修 Ｆテラ 正しい愛と理想の息子 寺地　はるな

541.1ア
電気回路が一番わかる　－直流と交流の違いから複素数

まで理解できる－ 有馬　良知 Ｆナカ ゴー・ホーム・クイックリー 中路　啓太

589.2コ
コンプレックスを個性に変える　－太っている、年だから、

今どきの服が似合わない、と迷うあなたへ－ 石田　純子 Fナガ 救済 長岡　弘樹

596ウ 子どもはレシピ１０個で育つ。 上田　淳子 Ｆナル 斗星、北天にあり 鳴神　響一

596オ 休日が楽しみになる昼ごはん 小田　真規子 Ｆニタ そこにいるのに 似鳥　鶏

667.5ス
今日のおでんが元気とキレイを作る！「全国のおでん厳選

３０」　－おでんの主役は「かまぼこ・練り物」－ 鈴木　海央 Ｆハヤ 愉楽にて 林　真理子

673.9ワ
イラストで見る接客の基本とコツ　－カフェ・レストラン…

テーブルサービスの教科書－ 渡邊　忠司 Ｆハラ 常設展示室 原田　マハ

699.2オ 臨時放送局というメディア 大内　斎之 Fヒカ はんぷくするもの 日上　秀之

702.2カ 空をゆく巨人 川内　有緒 Ｆヒガ 夜汐 東山　彰良

754.9タ
折り花アレンジメント　－折り紙でつくる季節の花で暮らし

の中の小物づくり－ 田中　たか子 Fヒラ 柳は萌ゆる 平谷　美樹

791.0モ 日日是好日　－「お茶」が教えてくれた１５のしあわせ－ 森下　典子 Ｆフカ かけらのかたち 深沢　潮

837.8セ サバイバル英会話　－「話せるアタマ」を最速でつくる－ 関　正生 Ｆフク 黒いピラミッド 福士　俊哉

910.2ホ 傍らにいた人 堀江　敏幸 Fフジ 海とジイ 藤岡　陽子

914.6オ 針と糸 小川　糸 Ｆフジ 燃えよ、あんず 藤谷　治

914.6ム 猫がいなけりゃ息もできない 村山　由佳 Ｆヘン 月 辺見　庸

914.6ヨ お別れの色 吉本　ばなな Ｆマイ 私はあなたの瞳の林檎 舞城　王太郎

914.6ヨ
猫も老人も、役立たずでけっこう　－NHKネコメンタリー猫

も、杓子も。－ 養老　孟司 Ｆマツ １０８ 松尾　スズキ

915.6ハ 曙光を旅する 葉室　麟 Ｆミヤ 野の春 宮本　輝

923.7ゴ 自転車泥棒 呉　明益 Ｆムラ エリザベスの友達 村田　喜代子

933.7ス 鐘は歌う アンナ・スメイル Ｆムラ はつ恋 村山　由佳

933.7マ ピアノ・レッスン アリス・マンロー Fモリ 熱帯 森見　登美彦

953.7ル 炎の色 ピエール・ルメートル Fヤマ いつか深い穴に落ちるまで 山野辺　太郎

973コ 帰れない山 パオロ・コニェッティ Ｆユキ 怪盗インビジブル 行成　薫


