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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８番の及川真夢選手!! ☆

岡山でお気に入りの食べ物は「桃！！」という及川真夢選手の

「おすすめの一冊」です☆

【及川真夢 背番号８＊鹿児島県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの本 「斎藤一人天が味方する『引き寄せの法則』」

柴村恵美子／著

おすすめの一言

この本を読んでから前向きに物事を考えられるようになり

ました！！

　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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○場所：赤磐市立中央図書館 多目的ホール

○各回先着４０名・参加費無料

○申し込み：１月７日（火）午前１０時～ 中央図書館（電話可）

令和元年度赤磐市立中央図書館主催文学講座

はじめての万葉集

第１回 ２月 ９日（日） １４時～１６時

『万葉集』の基礎知識

第２回 ２月１６日（日） １４時～１６時

『万葉集』の歌びとたち

講師：佐藤 雅代 氏（山陽学園大学教授）

新元号「令和」の出典が公表されてから

『万葉集』に注目が集まっています。

『万葉集』は現存する最古の歌集で、総歌

数は4500余首、大伴家持が編纂に関係し、完

成は８世紀ごろとされています。

王朝の歌と異なり喜怒哀楽の感情を素直に

表現して、歌に紡いでいます。

現代にも通じる日本の心を

一緒に紐解いてみませんか。

【新着図書情報】令和元年１１月１４日～令和元年１２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

007.1モ 業界別！ＡＩ活用地図 本橋　洋介 Fアサ グッドバイ 朝井　まかて

007.3デ データの世紀
日本経済新聞データエ

コノミー取材班 Ｆアマ 信長、天が誅する 天野　純希

019.2ム はじめよう！ブックコミュニケーション 村中　李衣 Ｆイシ 死刑囚メグミ 石井　光太

019ク １００歳まで読書 轡田　隆史 Ｆイノ あたしたち、海へ 井上　荒野

141.6ナ 「笑い」の解剖 中島　隆信 Fウエ 本意に非ず 上田　秀人

159ア いつも機嫌がいい人の小さな習慣 有川　真由美 Fウサ かか 宇佐見　りん

159ヨ おばあちゃんが教えてくれたとても、とても、大事なこと 狩野　直禎 Ｆウタ 間宵の母 歌野　晶午

222.0カ 「三国志」の知恵 吉井　鈴 Fオガ 約束された移動 小川　洋子

336.2イ ミスしても評価が高い人は、何をしているのか？ 飯野　謙治 Fオノ まち 小野寺　史宜

336.4サ 大人の言葉力 齋藤　孝 Ｆオリ それ以上でも、それ以下でもない 折輝　真透

336.4マ 相手をうならせ契約につなげる仕掛ける雑談 増田　勝則 Ｆオン 歩道橋シネマ 恩田　陸

367.6シ 凍りついた瞳（め）２０２０ 椎名　篤子 Ｆカタ 世界が僕らを嫌っても 片山　恭一

367.7キ 見てわかる！おひとり様の老後 木谷　倫之 Fカト 私に似ていない彼女 加藤　千恵

367.7ク ８０５０問題 黒川　祥子 Ｆカド 自由は死せず 門井　慶喜

367.7セ２ 定年バカ　続 勢古　浩爾 Fカン レームダックの村 神林　長平

369.3サ 災害から命を守る「逃げ地図」づくり
逃げ地図づくりプロジェ

クトチーム Ｆキタ６ チンギス紀　６　断金 北方　謙三

369.4イ 行列のできる児童相談所 井上　景 Fキノ 信長、天を堕とす 木下　昌輝

376.1カ 子どもの“ＳＯＳ”を見逃さない！保育者だからできること 加藤　尚子 Ｆクジ 三つのアリバイ 鯨　統一郎

407ウ ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫婦 Ｆクロ 桃源 黒川　博行

480.4ジ 獣医さんが教える動物園のないしょ話 犬養　ヒロ Ｆコシ 四角い光の連なりが 越谷　オサム

488.2ト 見たくなる！日本の野鳥４２０ 鳥くん Ｆサイ せき越えぬ 西條　奈加

492.51ナ 病気が逃げていく！紫外線のすごい力 南雲　吉則 Ｆシン 犯人は、あなたです 新堂　冬樹

493.76オ 脱うつレシピ 大塚　亮 Ｆスガ 荒城に白百合ありて 須賀　しのぶ

495ヒ 心療内科医が教える疲れとストレスからの回復ごはん 姫野　友美 Ｆタカ 大天使はミモザの香り 高野　史緒

498.34カ かんたん！ながらヨガ プラクリティ Ｆタカ 音に聞く 高尾　長良

590.4オ おひとりさまのケチじょうず 小笠原　洋子 Fタカ グランドシャトー 高殿　円

594.3ホ 干支ぐるみ ほし　みつき Ｆタカ 山の上のランチタイム 高森　美由紀

596.2ヨ コーヒーで料理を作る 横山　千尋 Ｆツジ 卒業タイムリミット 辻堂　ゆめ

596ク クックパッドのおいしいベストレシピ クックパッド株式会社 Ｆドウ 沃野の刑事 堂場　瞬一

596ス あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 角田　真秀 Fトオ 改良 遠野　遙

599.8オ 子育てを元気にする絵本 大豆生田　啓友 Fナカ 人面瘡探偵 中山　七里

599イ 超★簡単声まね・音まねあそび 井上　明美 Fヌカ タスキメシ－箱根－ 額賀　澪

626.5フ ニラの安定多収栽培 藤澤　秀明 Ｆハッ 最後の楽園 服部　まゆみ

627.8フ 鉢植えで育てやすい花木・実もの・きれいな葉 船越　亮二 Fハム 星と龍 葉室　麟

673.9サ
超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビジネスの作り

方 斉藤　徹 Fハラ うたかた姫 原　宏一

685.1カ 高齢ドライバーに運転をやめさせる２２の方法 川畑　信也 Fヒガ 小さな場所 東山　彰良

689.4イ 観光ブランドの教科書 岩崎　邦彦 Ｆヒグ サイレント・ブルー 樋口　明雄

726.5ヤ プレゼン力を劇的に高める絵（イラスト）の描き方 山田　雅夫 Ｆフジ ブルーブラッド 藤田　宜永

754.9サ
折って、写して、切って、貼るだけ！

　　　　　　　　　　　　　　　切り紙あそび大全集１７５ 桜　まあち Ｆフル 老警 古野　まほろ

810.4ア 頭のいい一級の語彙力集成 山口　謠司 Ｆホナ 月の落とし子 穂波　了

911.1オ 世界一楽しい！万葉集キャラ図鑑 岡本　梨奈 Ｆマツ イヴの末裔たちの明日 松崎　有理

914.6カ 着物憑き 加門　七海 Ｆマリ 坂の上の赤い屋根 真梨　幸子

914.6マ しらふで生きる 町田　康 Ｆムラ 変半身（かわりみ） 村田　沙耶香

914.6マ 小さいコトが気になります 益田　ミリ Ｆヤマ ミッドナイツ 山口　雅也

914.6モ アンチ整理術 森　博嗣 Ｆヤマ 後家殺し 山本　一力

953.7デ 本当の人生 アドリーヌ・デュドネ Ｆヨシ 毒牙 吉川　永青

２月２４日（月）～２月２８日（金）は蔵書点検

のため、中央図書館のみ休館します。

謹んで初春のお慶びを申し上げます。

旧年中は、赤磐市立中央図書館をご利用いただき、誠にありがとうござ

いました。

さて、みなさんの中には、新年を迎えるにあたり、今年１年の目標を立

てた方もいらっしゃることと思います。目標を立てた方は目標を達成する

ために、まだ目標を立てていない方は目標を立てるために、ぜひ図書館を

ご利用ください。

パソコンやスマートフォンで得られる情報にも有益なものは多いですが、

多すぎてどれが自分に必要なのか分からなくなってしまうことがあります。

そうした時には、図書館で関係資料を探してみてはいかがでしょうか。

あちらの書架、こちらの書架をまわり、これと思う資料を手にとって探

していけば、体を動かすことで脳が活性化され、新たな発想が生まれて、

きっと自分に必要なものなのが見つかることと思います。

本年も、職員一同、みなさんに活用していただけるように図書館運営に

取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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「ようかん」
虎屋文庫／著（383.8ヨ）

【内容紹介】
日本人が長らく愛してきた和菓子の代表

「ようかん」。日本人にとってようかんとは

どんな食べ物なのか。ようかんの歴史から色

や形の美しさ、材料、アレンジメニューまで、

多角的にとらえる。

【一般書】

「カイルのピアノ」

高山 リョウ／著，富永 泰弘／写真

（７６２タ）

【内容紹介】
2歳のころ自閉症と診断をうけ、11歳で感

覚過敏に悩みはじめながらも、18歳でソロ

リサイタル、CDデビューしたピアニスト・

紀平凱成。努力をかさね、夢を叶えていく

姿を描く。

【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４日（日）～１月３０日（木）

図書館職員手づくり作品展

今月の展示は図書館職員の手づくり作品です。

家に眠っていた作品を引っ張り出してきた職員もいれば、今回の展示用に張り

切って作品を作った職員もいます。個性豊かな職員ですので、展示品は多種多様。

匿名での展示となっていますので、誰が作った作品なんだろうと想像し、楽しみ

ながらご覧いただければと思います。

また、図書館入り口の展示コーナーでは『図書館職員セレクト！この本読んでみ

て』と題して全職員がそれぞれおすすめの本を3冊ずつ選び、展示しています。

誰のおすすめの本が早く貸し出しされ、誰の本が残ってしまうのかと、ひやひや

していますが、普段は手に取らないようなジャンルの本を読むきっかけにしてみ

ませんか。
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「となりの難民」
織田 朝日／著（Y369オ）

【内容紹介】
自国で起きた戦争や迫害、差別から逃れる

ため、他国へ避難する「難民」たち。彼らは

どんな思いで日本に来て、どんな境遇でどん

な生活をしているのか。外国人支援団体の主

宰者が日本にいる難民の姿を紹介する。

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

「 ピーターラビット 」
（ＤＶＤ）

ウイル・グラック/監督・映画原案

【内容紹介】

ピーターは、たくさんの仲間に囲まれ、

画家ビアという心優しい大親友もいる幸せ

なウサギ。ところが、ロンドンから潔癖症

で動物嫌いのマグレガーが引越してきたこ

とで、ピーターの生活は一変！マクレガー

との争いが始まる。

【視聴覚資料】


