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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】

２月１日（土）～２月29日（土）

　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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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。

Ｉ ＰＵ から学ぶ

※2月24日（月）～２月28日（金）は中央図書館はお休みです。

蔵書点検のため、令和元年度は上記の日程で休館させていただきます。中央図書館と地区

図書館で休館日が異なります。各図書館の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。

蔵書点検

蔵書点検期間中にご注意いただきたいのが、返却ポストへの投函です。
中央図書館が休館中のご返却は、返却ポストへ投函していただくようになりますが、その

資料の返却処理の作業は蔵書点検終了後になります。せっかく返却ポストに投函していた

だいても利用状況は貸出中のままになります。

中央図書館が閉館中に地区館を利用になられる方、インターネットをご利用になられる

方は、中央図書館の返却ポストへ投函しないで、開館中の地区館にご返却いただくと、

このようなことを避けていただけます。

ただし、赤磐市外の図書館から借り受けた本については、貸し出しを受けた館以外での返却はで

きません。また、返却ポストの利用もできませんので、開館後に中央図書館までお持ちください。

２月23日が返却期限の資料を23日

閉館後に返却ポストに投函した場合

図書館での返却作業は蔵書点検終了後

のため、24日からは延滞の状況となる

蔵書点検が終了し、返却処理ができるまでは、延滞のため、

地区館での貸出・予約やインターネットでの予約等できなくなる

中央図書館の蔵書点検期間中、地区館の開館日は25日（火）～27日（木）です。

24日（月）、28日（金）は休館になります。

作 品 ： 仏像彫刻

作 者 ： 道満靖子さん（赤磐市在住）

今月は仏像彫刻の作品展示です。材料は廃材となった床柱などで、朴

の木や檜を使用しているそうです。木の独特の温かさを感じられる仏像

ですので、是非ご覧下さい。

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

※紙芝居、大型絵本、視聴覚資料（ＣＤ，ＤＶＤ，ビデオ）は返却ポストへ投函しないでください。

開館中の地区館又は中央図書館開館後にカウンターへお返しください。

みんなで いいね パワーアップ 運動I Ｐ Ｕ
● 第１回 ● ３月３日（火） １０：３０～１２：００

「体力年齢？！を調べてみよう」
講師 ： 早田 剛さん（ＩＰＵ・環太平洋大学准教授）

定員 ： ４０人

● 第２回 ● ３月４日（水） １０：３０～１２：００

「頭を使った運動感覚のトレーニング」
講師 ： 中島 琢人さん（ＩＰＵ・環太平洋大学助教）

定員 ： ３０人 持参物：ペン、飲み物

● 第１回 ● ３月５日（木） １０：３０～１２：００

「ボッチャで頭と体のトレーニング パート２」
講師 ： 畑島 紀昭さん（ＩＰＵ・環太平洋大学講師）

定員 ： ３０人

２月１日（土）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。

講義と簡単な実技です。

運動できる服装・シューズ

でお越しください★

野菜作りのコツと裏ワザ教えます！
日 時

場 所

定 員

講 師

参加費

申込み

２０２０年３月１３日（金） 午後１時３０分～２時３０分

赤磐市立中央図書館 多目的ホール

４０名（先着順）

農文協職員

無料

中央図書館で２月１１日（火）午前１０時から受付開始（電話可）

雑誌「現代農業」の出版

社、農文協の職員が、

全国の農家から教えて

もらったとっておきの

お話をご紹介します！

【新着図書情報】令和元年１２月１２日～令和２年１月９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テ ＬＩＦＥ３．０ マックス・テグマーク Ｆアキ 居酒屋ぼったくり　おかわり！ 秋川　滝美

024.1タ 東京の美しい本屋さん 田村　美葉 Ｆアサ 天空の鏡 麻見　和史

141.5ニ 「発想力」と「想像力」を磨く東大アイデア 西岡　壱誠 Ｆアサ１ 大名倒産　上 浅田　次郎

159.7イ 老いのトリセツ 石川　恭三 Ｆアサ２ 大名倒産　下 浅田　次郎

188.4セ はい、さようなら。 瀬戸内　寂聴 Ｆイシ 清く貧しく美しく 石田　衣良

281.0シ しくじり日本史ざんねんな偉人１００ 小和田　哲男 Ｆウエ 梅と水仙 植松　三十里

318.6フ 「小さな拠点」をつくる 藤山　浩 Ｆウサ 黒鳥の湖 宇佐美　まこと

335ビ ビジネス用語図鑑 マイストリート Ｆキタ 首 北野　武

336.2ス 「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原　洋平 Ｆクサ オカシナ記念病院 久坂部　羊

336.4シ 話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水　久三子 Ｆクロ 家族パズル 黒田　研二

338カ いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 川野　祐司 Ｆササ 抵抗都市 佐々木　譲

364.6ヒ 「国民年金」１５０％トコトン活用術 日向　咲嗣 Ｆササ 忠臣蔵の姫　阿久利 佐々木　裕一

367.1ク 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 くどう　みやこ Ｆサワ 稚児桜 澤田　瞳子

367.7オ 「最期まで自宅」で暮らす６０代からの覚悟と準備 大久保　恭子 Ｆショ 男はつらいよ　お帰り寅さん 小路　幸也

367.7ヒ 老～い、どん！ 樋口　恵子 Ｆショ 花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路　幸也

378エ 絵本でひらく心とことば
本と子どもの発達を考える

会 Ｆシン 地面師たち 新庄　耕

388.1ヨ ４７都道府県・民話百科 花部　英雄 Ｆタカ 如何様 高山　羽根子

407ゴ 子どもにウケる科学手品 後藤　道夫 Ｆタニ 遠の眠りの 谷崎　由依

481.3セ 眠れる美しい生き物 関口　雄祐 Ｆタマ おとぎカンパニー　日本昔ばなし編 田丸　雅智

490.9サ つぶやき養生 櫻井　大典 Ｆナカ キッドの運命 中島　京子

494.5ホ がんだけど、素敵な話 保坂　隆 Ｆナガ 風間教場 長岡　弘樹

498.37コ 医者が教える小林式お風呂健康法 小林　弘幸 Fナガ 小説「安楽死特区」 長尾　和宏

498.3オ 絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理 大谷　義夫 Ｆナギ わたしの美しい庭 凪良　ゆう

498.3タ １０１歳現役医師の死なない生活 田中　旨夫 Ｆニシ 瓦礫の死角 西村　賢太

498.58ク 心と体のもやもやがスーッと消える食事術 工藤　孝文 Ｆニシ 舞鶴の海を愛した男 西村　京太郎

518.5マ 科学的に見るＳＤＧｓ時代のごみ問題 松藤　敏彦 Ｆノリ 赤い部屋異聞 法月　綸太郎

538ソ 空飛ぶクルマのしくみ 中野　冠 Ｆハラ まずはこれ食べて 原田　ひ香

588.5ハ 発酵はおいしい！ ｆｅｒｍｅｎｔ ｂｏｏｋｓ Ｆフジ 涙をなくした君に 藤野　恵美

589.7ミ ｍｉｚｕｔａｍａ大好き文房具１００ ｍｉｚｕｔａｍａ Ｆフル 奈落 古市　憲寿

594.9タ 水引で結ぶ二十四節気の飾り 田中　杏奈 Ｆマス 甘夏とオリオン 増山　実

596カ 笠原将弘のフライパンひとつ！すぐできレシピ 笠原　将弘 Ｆミネ 地棲魚 嶺里　俊介

597.5ハ 自衛隊式片づけ術 畠山　大樹 Ｆミヤ 黒武御神火御殿 宮部　みゆき

656.5ダ ダムと緑のダム 虫明　功臣 Ｆモリ ぷくぷく 森沢　明夫

689.5マ マップで歩く東京ディズニーリゾート　２０２０ Ｆモリ できない相談 森　絵都

726.6ヨ ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ Ｆヤマ リボンの男 山崎　ナオコーラ

749.2ユ 印刷・紙づくりを支えてきた３４人の名工の肖像 雪　朱里 Ｆヨシ 十三階の血 吉川　英梨

781.4マ 骨ストレッチでスポーツ 松村　卓 ＬＦアサ１ 夕映え天使　上 浅田　次郎

914.6ア 老人初心者の覚悟 阿川　佐和子 ＬＦアサ２ 夕映え天使　下 浅田　次郎

914.6ｲ 金太郎飴 磯崎　憲一郎 ＬＦササ１ 春を背負って　上 笹本　稜平

914.6サ 気がつけば、終着駅 佐藤　愛子 ＬＦササ２ 春を背負って　下 笹本　稜平

915.6シ 毎朝ちがう風景があった 椎名　誠 ＬＦドウ１ 内通者　上 堂場　瞬一

916ド おんな寅さん生き様 土居　ヒトミ ＬＦドウ２ 内通者　中 堂場　瞬一

933.7ソ 十二月の十日 ジョ ージ・ソーンダーズ ＬＦドウ３ 内通者　下 堂場　瞬一

933.7チ 息吹 テッド・チャン BFウエ 愚劣 上田　秀人

933.7マ 雲 エリック・マコーマック BFサワ 悪徳刑事（デカ） 沢里　裕二

933.7モ 流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ BFトバ 幽鬼の剣 鳥羽　亮



  

「鉄道珍百景」
坪内 政美 ／著（686.2ツ）

【内容紹介】
四国のローカル線を走る０系新幹線！？駅

舎なのに巨大な土偶！？駅長がおいしそうな

伊勢エビ！？不思議で面白く楽しい全国の鉄

道シーン３６３を一挙紹介する。

【一般書】

「いのちのカプセルにのって」

岡田 なおこ／著，サカイ ノビー／絵

（９１３オ）

【内容紹介】
歩くのも走るのも遅くて、指が思い通りに

動かない「わかば学級」のあかり。「何を

やってもへたっぴで友だちがいない」と

思っているあかりだったが、子犬のマモル

と暮らすうち、心が変わっていき…。

【児童書】

『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９番の髙柳有里 選手!! ☆

「岡山は果物がとてもおいしいなと感じます」という

髙柳有里選手の「おすすめの一冊」です☆

【髙柳有里 背番号９＊静岡県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター】

おすすめの本 「レッドスワンの絶命」 綾崎隼／著

おすすめの一言

どんなチームよりも知性を使って勝ち進むサッカー部のお話です。

廃部寸前のチームが、新監督、そして最高の能力を持った少年ととも

に歩む日本一への道。スポーツをやっている人なら必ず共感できます。

「戦場の秘密図書館」

マイク・トムソン／著、小国綾子/編訳

（Y010ト）

【内容紹介】
政府軍により完全封鎖され、日々空爆され

る。それでも人々は「本」を糧に絶望的な状

況を生き抜いた！シリア内戦下、ダラヤの町

の地下にできた秘密図書館を守った若者たち

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

「スマホを落としただけなのに 」
（ＤＶＤ）

中田秀夫/監督・志駕 晃/原作

【内容紹介】

彼氏の富田がスマホを落としてから、麻

美に不可解な出来事が起こるようになる。

同じ頃、人里離れた山の中で次々と若い女

性の遺体が見つかり、刑事の加賀谷は、犯

人が長い髪の女性ばかりを狙っていたこと

【視聴覚資料】
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597.5ハ 自衛隊式片づけ術 畠山　大樹 Ｆミヤ 黒武御神火御殿 宮部　みゆき

656.5ダ ダムと緑のダム 虫明　功臣 Ｆモリ ぷくぷく 森沢　明夫

689.5マ マップで歩く東京ディズニーリゾート　２０２０ Ｆモリ できない相談 森　絵都

726.6ヨ ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ Ｆヤマ リボンの男 山崎　ナオコーラ

749.2ユ 印刷・紙づくりを支えてきた３４人の名工の肖像 雪　朱里 Ｆヨシ 十三階の血 吉川　英梨

781.4マ 骨ストレッチでスポーツ 松村　卓 ＬＦアサ１ 夕映え天使　上 浅田　次郎

914.6ア 老人初心者の覚悟 阿川　佐和子 ＬＦアサ２ 夕映え天使　下 浅田　次郎

914.6ｲ 金太郎飴 磯崎　憲一郎 ＬＦササ１ 春を背負って　上 笹本　稜平

914.6サ 気がつけば、終着駅 佐藤　愛子 ＬＦササ２ 春を背負って　下 笹本　稜平

915.6シ 毎朝ちがう風景があった 椎名　誠 ＬＦドウ１ 内通者　上 堂場　瞬一

916ド おんな寅さん生き様 土居　ヒトミ ＬＦドウ２ 内通者　中 堂場　瞬一

933.7ソ 十二月の十日 ジョ ージ・ソーンダーズ ＬＦドウ３ 内通者　下 堂場　瞬一

933.7チ 息吹 テッド・チャン BFウエ 愚劣 上田　秀人

933.7マ 雲 エリック・マコーマック BFサワ 悪徳刑事（デカ） 沢里　裕二

933.7モ 流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ BFトバ 幽鬼の剣 鳥羽　亮


