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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☆

【２月】

16

21 2217 18

10 11 12 13

19

25 26 27

863 4 7

23

14

水 木

9

土

20

15

2

金

1

5

日 月 火

24 28

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。
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☆ 今回ご紹介するの は、背番号20番の丸山亜季選手!!  ☆

お気に入りの食べ物は「白桃プレミアムソフトクリーム」という

丸山亜季選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「永遠の0」　　　　

　　　　　　　百田　尚樹／著　　　　　

おすすめの一言：ラスト５０ページくらいから涙が止まり

　　　　　　　　ません。

蔵書点検・システム更新のため、平成３０年度は次の日程で市内全ての図書館が休館

となります。休館期間中はご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

　臨時休館のお知らせ　

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、返却処理作業は行えません。

・赤磐市立図書館以外の図書館で借りた本は開館後カウンターへお返しください。

・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。

みんなで いいね パワーアップ 運動

あなたは大丈夫ですか！？いつの間にか記憶力や足腰が衰えているかも…

楽しく学んで、心身共に健康で明るく過ごしましょう！

参加費無料

★要申込★

● 第１回● ２月２７日（水） １０：３０～１２：００

「体力測定・筋力や平衡感覚を計測します」
講師 ： 古山 喜一さん（ＩＰＵ・環太平洋大学准教授）

定員 ： ４０人

※運動できる服装・シューズでお越しください。

● 第２回● ２月２８日（木） １０：３０～１２：００

「新体験！“地上のカーリング”!！～ボッチャで頭と体のトレーニング」
講師 ： 畑島 紀昭さん（ＩＰＵ・環太平洋大学講師）

定員 ： ３０人

※運動できる服装・シューズでお越しください。

● 第３回● ３月１日（金） １０：３０～１２：００

「脳トレ＆ボールエクササイズで認知症をＮＯ」
講師 ： 早田 剛さん（ＩＰＵ・環太平洋大学准教授）

定員 ： ３０人

※シューズ、タオル、飲み物をお持ちください。

● 場所：中央図書館 多目的ホール ●

２月１日（金）午前１０時から中央図書館で受付開始（先着順・電話可）。

※申し込みは、各回ごとに受付します。

【新着図書情報】平成３０年１２１３日～平成３１年１月１０日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.0ツ 最後の読書 津野　海太郎 Ｆアカ 酔象の流儀　－朝倉盛衰記－ 赤神　諒

019.9ム 私が食べた本 村田　沙耶香 Ｆアク 魔術　－芥川龍之介幻想ミステリ傑作集－ 芥川　龍之介

147マ 恐い間取り　－事故物件怪談－ 松原　タニシ Ｆアサ 平場の月 朝倉　かすみ

159.7カ 脱・呪縛 鎌田　實 Ｆアヤ 珠玉 彩瀬　まる

159ホ バカとつき合うな 堀江　貴文 Ｆイガ コヨーテの翼 五十嵐　貴久

291.7ル２０ るるぶ山陽山陰ベスト’２０ Ｆイズ 髪結百花 泉　ゆたか

314.8イ ドキュメント候補者たちの闘争　－選挙とカネと政党－ 井戸　まさえ Ｆイヨ 月まで三キロ 伊与原　新

334.3マ 無子高齢化　－出生数ゼロの恐怖－ 前田　正子 Ｆウサ 聖者が街にやって来た 宇佐美　まこと

336.9イ 経費で落ちる領収書大全 石渡　晃子 Ｆウブ 麒麟児 冲方　丁

338.1サ
６０代から楽しくはじめる「株」１年生　－字が大きく見やす

い！－ 櫻井　英明 Ｆオオ 帰去来 大沢　在昌

338.1マ
だれでもカンタンにできる資産運用のはじめ方　－マンガ＋

図解！数字に弱い人にもスッキリわかる！－ まがい　まさこ Ｆオオ 小説ほしのこえ 大場　惑

349イ
“財政が厳しい”ってどういうこと？－自治体の“台所”事情

－ 今村　寛 Ｆオト この地上において私たちを満足させるもの 乙川　優三郎

361.4サ
フェイクニュースを科学する　－拡散するデマ、陰謀論、プ

ロパガンダのしくみ－ 笹原　和俊 Ｆカシ 海近旅館 柏井　壽

366.2ウ
雇用ビッグデータが地方を変える　－４７都道府県の傾向と

対策－ 梅屋　真一郎 Ｆカブ 残心 鏑木　蓮

367.6イ デートＤＶ予防学　－シングル単位思考法でわかる－ 伊田　広行 Fキタ 星の降る家のローレン 北川　恵海

368.6モ 地面師　－他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団－ 森　功 Ｆクワ エースの遺言 久和間　拓

369.2セ 生活保護と貧困対策　－その可能性と未来を拓く 岩永　理恵 Ｆコバ 人外サーカス 小林　泰三

448.9ニ 図解よくわかる屋内測位と位置情報 西尾　信彦 Ｆコン キンモクセイ 今野　敏

488.0ト トリノトリビア　－鳥類学者がこっそり教える 川上　和人 Ｆサク 光まで５分 桜木　紫乃

493.79ミ
敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本　－ささいなこ

とに動揺してしまう－ みさき　じゅり Ｆサク 迷い鳥たちの学校　－居酒屋すずめ－ 桜井　美奈

498.04イ
いのちの値段　－医療と費用を巡る５０の物語

－
読売新聞医療部 Ｆサト 神さまのお恵み 佐藤　愛子

498.58ア ２０ｋｇやせた！１０分ごはん 麻生　れいみ Ｆシマ あなたの愛人の名前は 島本　理生

498.7チ
「小さないのち」を守る　－事故、虐待、いじめ・・・証言から

学ぶ予防と対策－
朝日新聞取材班 Ｆシモ 悲願花 下村　敦史

498.8イ
うつのリワークプログラム　－職場復帰を支え、最休職を防

ぐ！－ 五十嵐　良雄 Ｆショ テレビ探偵 小路　幸也

533.3ヤ トコトンやさしいボイラーの本 安田　克彦 Ｆタグ 彼女たちがやったこと 唯野　未歩子

585マ トコトンやさしい紙と印刷の本 前田　秀一 Ｆタマ おとぎカンパニー 田丸　雅智

590ワ
わたしの「ひとり暮らし」ルール　－狭くても、毎日を丁寧に

－
インプレス書籍編集部 Ｆタマ 姫君の賦　－千姫流流－ 玉岡　かおる

596ク 蔵人直伝日本酒つまみ 酒ＧＯ委員会 Ｆチネ 神のダイスを見上げて 知念　実希人

596ツ
シングルだしで、すぐごはん　－昆布、かつお節、煮干し素

材はひとつだけ－ 堤　人美 Ｆツカ１ 則天武后　上　皇后立志篇 塚本　青史

596マ ５分スープ　－わたしの心と体を助けるレシピ－ 牧野　直子 Ｆツカ２ 則天武后　下　万歳通天篇 塚本　青史

675.3サ
アナログの逆襲　－「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや

発想はこう変わる－
デイビッド・サックス Ｆドウ ピーク 堂場　瞬一

681.3イ
運転をあきらめないシニアの本音と新・対策　－運転時認

知障害のチェックリストを読み解く－ 岩越　和紀 Ｆトリ わが夫啄木 鳥越　碧

726.6ラ 自殺うさぎの本　－むやみに死んじゃううさぎたち－ アンディー・ライリー Ｆナガ 私に付け足されるもの 長嶋　有

754.9カ カミキィの季節のおりがみ　－飾る・使う・贈る－ カミキィ Ｆナガ ほどなく、お別れです 長月　天音

786.1イ 登山のススメ　－医師として、登山家として－ 今井　通子 Ｆナス ばけばけ 那須　正幹

814サ
大人の語彙力ノート　どっちが正しい？編　どんな場でも知

的に見られる 齋藤　孝 Ｆニシ 羅針盤が壊れても　－小説集－ 西村　賢太

837.8フ またまた出ちゃう！日本人のかんちがい英語
ゲーリー・スコット・ファ

イン Ｆニシ 知覧と指宿枕崎線の間 西村　京太郎

914.6サ 駄目な世代 酒井　順子 Fハセ ゴールデン街コーリング 馳　星周

914.6シ われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名　誠 Ｆヒト フランス座 ビートたけし

914.6チ わるい食べもの 千早　茜 Ｆフル 女警 古野　まほろ

915.6イ 東海道ふたり旅　－道の文化史－ 池内　紀 Ｆマツ 芙蓉の干城（たて） 松井　今朝子

929.1ハ すべての、白いものたちの ハン　ガン Ｆミサ 作りかけの明日 三崎　亜記

933.7ウ クロストーク コニー・ウィリス Ｆモチ 蟻の棲み家 望月　諒子

933.7ス 何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト Ｆモリ 水曜日の手紙 森沢　明夫

933.7フ 言葉人形 ジェフリー・フォード Ｆヨネ 本と鍵の季節 米澤　穂信

953.7ロ ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン BFイケ 下町やぶさか診療所 池永　陽

☆ 今回ご紹介するのは、背番号20番の丸山亜季選手!!  ☆

【丸山亜季選手【背番号20*滋賀県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）リベロ】
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「グレイテスト・ショーマン」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
１９世紀アメリカ。挑戦と失敗を繰り返して

きたP.T.バーナムは、オンリーワンの個性を

持つ人々を集めたショーをヒットさせ、つい

に成功をつかむが･･･。P.T.バーナムの半生を

描くミュージカル映画。

「13歳からの

もっと頭がよくなるコツ大全」
小野田 博一／著（Ｙ116オ）

【内容紹介】
論理力・英語力・数学力は誰でも身につく！

「論理的に正しく」述べるために、理詰めの

意見について内容や形式のあり方を紹介。

「じゃがいも・ブック」
坂田 阿希子/著（596.3サ）

【内容紹介】
やさしくて、力強くて、欠かせない脇役であり、

最高の主役である、じゃがいも。ベイクドポテ

ト、フライドポテト、ポテトサラダから、オー

ブンやフライパンで仕上げる料理、みそ汁まで、

ジャガイモを使ったレシピを紹介。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「火星を知る！」

三品 隆司／構成・文（４４５ミ）

【内容紹介】
海はなく、草も木もはえていない火星。巨

大火山、峡谷、クレーター、大気と水、衛星

など、火星の姿を写真やイラストで解説。火

星の神話や火星人、火星探査の歴史にも触れ

る。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
2 月１日（金）～２月２８日（木）
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596マ ５分スープ　－わたしの心と体を助けるレシピ－ 牧野　直子 Ｆツカ２ 則天武后　下　万歳通天篇 塚本　青史

675.3サ
アナログの逆襲　－「ポストデジタル経済」へ、ビジネスや

発想はこう変わる－
デイビッド・サックス Ｆドウ ピーク 堂場　瞬一

681.3イ
運転をあきらめないシニアの本音と新・対策　－運転時認

知障害のチェックリストを読み解く－ 岩越　和紀 Ｆトリ わが夫啄木 鳥越　碧

726.6ラ 自殺うさぎの本　－むやみに死んじゃううさぎたち－ アンディー・ライリー Ｆナガ 私に付け足されるもの 長嶋　有

754.9カ カミキィの季節のおりがみ　－飾る・使う・贈る－ カミキィ Ｆナガ ほどなく、お別れです 長月　天音

786.1イ 登山のススメ　－医師として、登山家として－ 今井　通子 Ｆナス ばけばけ 那須　正幹

814サ
大人の語彙力ノート　どっちが正しい？編　どんな場でも知

的に見られる 齋藤　孝 Ｆニシ 羅針盤が壊れても　－小説集－ 西村　賢太

837.8フ またまた出ちゃう！日本人のかんちがい英語
ゲーリー・スコット・ファ

イン Ｆニシ 知覧と指宿枕崎線の間 西村　京太郎

914.6サ 駄目な世代 酒井　順子 Fハセ ゴールデン街コーリング 馳　星周

914.6シ われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名　誠 Ｆヒト フランス座 ビートたけし

914.6チ わるい食べもの 千早　茜 Ｆフル 女警 古野　まほろ

915.6イ 東海道ふたり旅　－道の文化史－ 池内　紀 Ｆマツ 芙蓉の干城（たて） 松井　今朝子

929.1ハ すべての、白いものたちの ハン　ガン Ｆミサ 作りかけの明日 三崎　亜記

933.7ウ クロストーク コニー・ウィリス Ｆモチ 蟻の棲み家 望月　諒子

933.7ス 何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト Ｆモリ 水曜日の手紙 森沢　明夫

933.7フ 言葉人形 ジェフリー・フォード Ｆヨネ 本と鍵の季節 米澤　穂信

953.7ロ ミッテランの帽子 アントワーヌ・ローラン BFイケ 下町やぶさか診療所 池永　陽

作　品：ゆきだるま

作　者：いちょうの森こども園

　　　　４歳児、５歳児の皆さん

　いちょうの森こども園は桜が丘東に平成２９年４月に開園した幼保連携型認定

こども園です。園の東に立派ないちょう並木があり、四季の変化を間近に見るこ

とができます。自然の中での活動を大切にしています。

　展示する作品は４歳児が作ったゆきだるまに５歳児が指編みしたマフラーを巻

いていています。本物のゆきだるまが作れるほど、ゆきが降るといいなぁ…と思

いながら、はさみで切り紙をしてゆきの結晶も作りました。かわいらしい作品を

是非ご覧ください。


