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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】

『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６番の渡邊真恵 選手!! ☆

岡山は「果物がとても美味しいです。（特にぶどう！！）」という

渡邊真恵選手の「おすすめの一冊」です☆

【渡邊真恵 背番号６＊岩手県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】

おすすめの本 「とんび」 重松清／著

おすすめの一言

何気ない日常の描写でありながら、ページをめくると手が

止まりません。

純粋に、とても感動した作品です。

　は休館日　　開館時間 ： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで
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１１月１０日（日）

１０：００～１６：１５

中央図書館

多目的ホール

10:00～1１:30 かんたん健康体操

13:00～14:00 ミニ☆コンサート

14:20～15:15 人形劇

15:30～16:15 かんたん工作「エコエンジン」

ピアノ、マリンバ、フルート、トランペット演奏による、
皆さんおなじみの曲ばかりの楽しいコンサートです。一緒に歌いましょう☆
♪曲名　『小舟にて』『もみの木』『浜辺の歌』『小さい秋みつけた』
　　　　 　『みかんの花咲く丘』『さんぽ』『もみじ』『上を向いて歩こう』他
＜出演＞小堀佳代子さんと仲間たち

「よめがみたらひきんどになれ」の人形劇などです。岡山のみんわの
お話で、「ひきんど」とはカエルのことです。さて、どんな人形劇でしょう♪
楽しみにご参加ください。
＜出演＞「三門だんご」の皆さん

スポーツの秋です！運動が苦手な人でも大丈夫な、
子どもから大人まで簡単にできる運動を一緒にしてみませんか。
無理なくリラックスして体を動かすので、お家でも簡単にできます。
お気軽にご参加ください。
＜講師＞　コナミスポーツインストラクター
※ 運動のできる服装でお越しください。
　　 水分補給のための飲み物をお持ちください。

ワゴムのちからでコロコロはしるおもちゃ「エコエンジン」を
ペットボトルでつくって、あそんでみよう☆
小さなお子様は保護者の方と一緒にご参加ください。

日 時：令和元年１１月２４日 (日)
午後１時３０分～午後３時

場 所：中央図書館 多目的ホール

講 師：マジックパパ代表・和田のりあき氏

定員・対象：親子２０組（未就学児と保護者）

お申込期間：１１月１日（金）午前１０時

中央図書館で受付開始（先着順）/お電話で申し込みもできます。

★子育て応援講座

子どもが本好きになるマジカル絵本講座
ーマジックや紙芝居を交えて、
絵本の読み聞かせやその方法、効果を楽しくお伝えしますー

見たい！知りたい！ふるさとの出土品

日時 １１月２７日（水） １０時３０分～正午

場所 中央図書館 多目的ホール

（後半は郷土資料館へ見学に行きます）

講師 市職員

定員 ２０人（先着順）

申込みが必要です。１１月１日（金）１０時から

中央図書館で受け付けます。電話可。

『丘の上の遺跡群～山陽団地発掘５０周年～』とのコラボ企画★

発掘された遺跡や出土物についてお話を聞いた後、実際に山陽郷土資料館へ

見学に行きます。

山陽郷土資料館に行ったことのない人も、ぜひこの機会に足を運んでみましょう♪

申し込み、

お待ちしています♪
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「本当の貧困の話をしよう」
石井 光太／著（Y368.2イ）

【内容紹介】
国内外の最底辺を取材し続けてきた著者が、

想像を絶する貧困のリアルから様々な支援の

方策までを１７歳に全力で伝える講義。

人生や社会に革命をもたらすための方程式

を示す。

「爆笑テストの珍解答傑作選」
鉄人社編集部／編（Ｂ049バ）

【内容紹介】
カナダの首都は…オワタ！？焼け石に…タ

コ！？「殺気」の読み方は…コロッケ！？あ

まりのアホさに腹がよじれるものから思わず

納得しちゃうものまで、中間期末テストの珍

解答の名作６００本を厳選収録。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「発想力が豊かになるおえかきアー

ト」

鈴木 あきこ／著（７２４ ス）

【内容紹介】
発想力をはぐくめる工作でみんなアー

ティストになれる! クレヨンのひっかきえ、

やさいスタンプTシャツなど、子どもがおう

ちの中にあるもので、簡単におえかきあそ

びが楽しめるアイディアを紹介。

【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（金）～１１月３０日（土）

作 品 ： 粘土で作る造形作品

作 者 ： 寺西幸恵さん・松島通子さん

今月は日古木でクレイフラフ（粘土）の教室をしている寺西

幸恵さん（DECOクレクラフトアカデミー認定講師）とその生

徒の松島通子さんの作品の展示です。

教室では粘土の花を作ることが多いですが、今回の展示では

造形作品を主に展示します。

白色と6色の粘土を使って、手のひらから生まれた作品の数

々をご覧いただき、クレイクラフトの世界をお楽しみ下さい。

中央図書館で受付開始（先着順）/お電話で申し込みもできます。

「プーと大人になった僕」（ＤＶＤ）

マーク・フォスター/監督

ウォルト・ディズニ-・ジャパン

【内容紹介】

親友のくまのプーや仲間たちと別れてか

ら長い年月が経ち、大人になったクリスト

ファー・ロビン。仕事と家族の間に悩む彼

の前に、プーが突然現れる。彼が忘れてし

まった本当に「大切なモノ」を届けるため

に・・。

【視聴覚資料】

【新着図書情報】令和元年９月１２日～令和元年１０月３日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.5ユ 子どもも大人も絵本で育つ 湯澤　美紀 Ｆアイ ｍｅｄｉｕｍ 相沢　沙呼

049ド ＃どれだけのミスをしたかを競うミス日本コンテスト 水餃子のカンパネラ Ｆアカ ヴィーナスは天使にあらず 赤川　次郎

159.4フ 仕事を楽しめる人は「忙しい」と言わない 古川　裕倫 Ｆアサ アスリーツ あさの　あつこ

159ヒ やっぱり男は笑顔だ！ 弘兼　憲史 Ｆイシ 湘南夫人 石原　慎太郎

291.0ノ 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅 野田　隆 Ｆイシ 絶望スクール 石田　衣良

316.1コ 概説GDPR 小向　太郎 Ｆイチ 神とさざなみの密室 市川　憂人

335タ 初期費用ゼロで始める定年プチ企業 田口　智隆 Ｆイト きみはだれかのどうでもいい人 伊藤　朱里

336.2コ 仕事の「ムダ」が必ずなくなる超時短術 越川　慎司 Ｆウエ 流葉断の太刀 上田　秀人

336.4ヤ ３時間でわかる労働同一賃金入門 山口　俊一 Ｆウサ 展望塔のラプンチェル 宇佐美　まこと

361.4ナ 「伝えたつもり」をなくす本 中山　マコト Ｆオギ 楽園の真下 荻原　浩

367.2ア 母と娘はなぜ対立するのか 阿古　真理 Ｆオノ 縁 小野寺　史宜

369.3キ 緊急防災ハンドブック
日本能率協会マネジメ

ントセンター Ｆカツ たそがれダンサーズ 桂　望実

369.3ヤ 災害に強いまちづくりは互近助の力 山村　武彦 Ｆカド 定価のない本 門井　慶喜

369.4ミ 真夜中の陽だまり 三宅　玲子 Ｆカワ 某 川上　弘美

370.4ア ＡＩに負けない子どもを育てる 新井　紀子 Fカワ 土に贖う 河崎　秋子

451.8ブ 地図とデータで見る気象の世界ハンドブック
フランソワ＝マリー・ブレ

オン Ｆクシ 虎を追う 櫛木　理宇

482ヤ やりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉　忠明 Ｆコス 逃避行 小杉　健治

488.9ヤ しまえながのきもち 山本　光一 Ｆサカ 妻の終活 坂井　希久子

493.73ノ 脳卒中の再発を防ぐ本 平野　照之 Ｆササ プルースト効果の実験と結果 佐々木　愛

498.58イ ゆる糖質オフそうだったのか食事術 市川　壮一郎 Ｆシマ スナック墓場 嶋津　輝

498シ いのちの終いかた 下村　幸子 Ｆショ あの日に帰りたい　－駐在日記－ 小路　幸也

517.8デ 消えゆく砂浜を守る コーネリア・ディーン Ｆジン ノワールをまとう女 神護　かずみ

526.3マ まちの居場所 日本建築学会 Ｆチネ１ ムゲンのⅰ　上 知念　実希人

589.2ジ おしゃれは７、８割でいい 地曳　いく子 Ｆチネ２ ムゲンのⅰ　下 知念　実希人

593.3ハ 発表会の手作りコスチューム Ｆテラ わたしの良い子 寺地　はるな

596.3マ まいにち、小鉢。 主婦の友社 Ｆトオ 廃墟の白墨 遠田　潤子

596.6カ おうちで作れる野菜の和菓子 勝木　友香 Ｆナカ 死にゆく者の祈り 中山　七里

599イ 超★簡単音感あそび 井上　明美 Ｆヌカ 競歩王 額賀　澪

611.4ワ マルシェのつくり方、使い方 脇坂　真吏 Fヌク 罪と祈り 貫井　徳郎

625.6コ 基礎からわかるおいしいブドウ栽培 小林　和司 Ｆノリ 法月綸太郎の消息 法月　綸太郎

686.2ヤ 日本の鉄道路線 山崎　宏之 Ｆハマ１ ひまわり探偵局でお茶を　１　春の記憶 濱岡　稔

728.2カ 悲しみを力に 金澤　翔子 Ｆハマ２ ひまわり探偵局でお茶を　２　夏の足音 濱岡　稔

774キ 歌舞伎はじめて案内手帖 君野　倫子 Ｆフカ 犯人選挙 深水　黎一郎

781.4タ 超ラジオ体操 谷本　道哉 Ｆフク カッコウの微笑み 福田　和代

830.7タ 東大「ずる勉」英語 ただっち Ｆマサ 屑の結晶 まさき　としか

910.2ア あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会 Fミナ 落日 湊　かなえ

911.4シ シルバー川柳　特別編〔４〕　ババァ川柳　人生いろいろ編 みやぎシルバーネット Ｆミヤ 遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内　悠介

911.4シ シルバー川柳　こんにちは令和編 みやぎシルバーネット Ｆムレ また明日 群　ようこ

911.4シ９ シルバー川柳　９　ブログよりコンロ炎上気をつける
全国有料老人ホーム協

会 Ｆヤツ 廉太郎ノオト 谷津　矢車

914.6コ 空から森が降ってくる 小手鞠　るい Ｆユウ 絞首商會 夕木　春央

914.6ム ヤットコスットコ女旅 室井　滋 Ｆヨシ イモムシ偏愛記 吉野　万理子

915.6シ この道をどこまでも行くんだ 椎名　誠 Ｆヨシ 写楽とお喜瀬 吉川　永青

916ヨ 親の介護をしないとダメですか？ 吉田　潮 B002ド ドーナツを穴だけ残して食べる方法
大阪大学ショ セキカプ

ロジェクト

933.7モ アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス B338フ キャッシュレスどんどん得する使い方 福島　えみ子

933.7モ ジーヴスの世界 森村　たまき BＦナカ 彼女の気持ちはわかっても、それが恋とはかぎらない 中山　おかめ

936マ トランスジェンダーの私がボクサーになるまで
トーマス・ページ・マク

ビー BＦフシ 最後の晩ごはん　〔１２〕　秘された花とシフォンケーキ 椹野　道流


