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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
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『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。現在バレーボール女子Ⅴ・プレミアリーグで躍進中！

そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの一冊”をご紹介します☆

今回ご紹介するのは、背番号２3番の東万純選手!!

「桃、ピオーネがおいしい！！」という東万純選手の

「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「幸転力」　　　　

　　　　　　　吉瀬　美智子／著　　　　　

おすすめの一言：吉瀬美智子さんのエッセイで、色々考えさせられ

　 　　　　　　ますし、すごくタメになります！

【東　万純選手【背番号２３*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ﾘﾍﾞﾛ】

参加費無料

★要申込★

日本人の死亡原因のトップになっている「がん」。しかし、早期で見つけることができ

れば、がんは決して怖い病気ではありません。前半はがんの予防について、後半は、日

頃からの生活習慣についてお話していただきます。自分の体は自分で守り、いつまでも

若く、健康に過ごしましょう。

日時：２月８日（水） １０：３０～１１：３０

場所：中央図書館 多目的ホール
講師：市職員（保健師） 定員：３０人（先着順）

１月６日（金）午前１０時 から 中央図書館 で受け付けします。（先着３０名）

お電話でのお申込みもできます。

【2月】

26

日 月 火 金

2 3

7

1

25

16

水 木

11

土

22

17

4

1085 6 9

14 15

21

27 28

18

23 2419 20

12 13

中央図書館では、２月２０日（月）～２月２４日（金）は

蔵書点検のため、休館します。

平成２８年度 図書館蔵書点検について

蔵書点検のため、平成２８年度は次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。

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。

・蔵書点検が終わるまで、返却処理作業は行いません。休館中の図書館の返却ポストに

借りている資料を投函される場合、返却期限に余裕を持ってポストへお返しください。

または開いている図書館へ返却することもできます。

・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。

新年明けましておめでとうございます。

皆さまには、健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、赤磐市立中央図書館をご利用いただきありがとうございました。
多くの皆さまのご利用と温かい応援の言葉で職員一同頑張ることができました。

本当にありがとうございました。　　

さて、赤磐市立中央図書館は、平成２０年の開館から今年で満９年、そして来年

平成３０年には開館から１０年を迎えます。

今年は、開館１０周年を目前に今までの活動を見直し、さらに今まで以上に「毎日

の暮らしに役立つ図書館」を目指して前進してまいります。

まず、今年最初のチャレンジは蔵書点検の日程を地区館と中央館でずらすことです。

今まで全館一斉に行なっておりましたので、全館休館となっていましたが今年は実施

時期を地区館と中央館でずらしますので、どちらかが開館しておりご利用いただける

状況となります。詳しくは今回の図書館だよりでもご紹介しております。

初めての試みですので、スムーズにいくかどうか不安もありますが、ご利用いただき

やすくするため職員一同頑張ります！！

ほかにも「暮らしに役立つ図書館」を目指し、さまざまなチャレンジをしていきたい

と考えておりますので、本年もどうぞよろしくお願い致します。

　　　　　　赤磐市立中央図書館職員一同

【新着図書情報】平成２８年１１月１０日～平成２８年１２月１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サ
コンピュータが小説を書く日

　　　　　　　　　　－ＡＩ作家に「賞」は取れるか－ 佐藤　理史 Ｆアイ クランクイン 相場　英雄

012セ 世界の図書館 ビャーネ・ハマー Ｆアイ 「茶の湯」の密室 愛川　晶

141.9イ
不機嫌な長男・長女無責任な末っ子たち　－「きょうだい

型」性格分析＆コミュニケーショ ン－ 五百田　達成 Fアキ 絶対正義 秋吉　理香子

159ダ メンタリストDaiGoの心を強くする３００の言葉 ＤａｉＧｏ Ｆアケ 賢者の石、売ります 朱野　帰子

291.7ル１７ るるぶ岡山倉敷蒜山’１７ Ｆイオ 痣 伊岡　瞬

291シ
知るほど面白くなる日本地理　－人の暮らしと動きが見え

てくる！－
地理教育研究会 Ｆウタ Ｄの殺人、まことに恐ろしきは 歌野　晶午

330ハ 経済用語図鑑 花岡　幸子 Fオウ 闇の平蔵 逢坂　剛

336.4ア
アルバイト・パート採用・育成入門　－「人手不足」を解消

し、最高の職場をつくる－ 中原　淳 Ｆカノ 我ら荒野の七十奏（セプテット） 加納　朋子

336.4ス
現場で役立つ！セクハラ・パワハラと言わせない部下指導

－グレーゾーンのさばき方－ 鈴木　瑞穂 Fカワ 四月になれば彼女は 川村　元気

336.4タ よい謝罪　－仕事の危機を乗り切るための謝る技術－ 竹中　功 Ｆキョ 書楼弔堂　炎昼 京極　夏彦

336.4ミ 本当に賢い人の丸くおさめる交渉術 三谷　淳 Ｆクサ 老乱 久坂部　羊

345.5マ
一度は考えていただきたい相続対策　－マンガとイラスト

でよくわかる－ 松岡　敏行 Ｆクマ 浜の甚兵衛 熊谷　達也

367.3カ 介護殺人　－追いつめられた家族の告白－
朝日新聞大阪社会部取

材班 Ｆクロ あさ美さんの家さがし 黒野　伸一

404マ
ホワット・イズ・ディス　－むずかしいことをシンプルに言って

みた－
ランドール・マンロー Ｆケッ 決戦！桶狭間 冲方　丁

490.14カ 人生最期の日に笑顔でいるために今日できること 川嶋　朗 Ｆササ 沈黙法廷 佐々木　譲

493.75コ
これでわかる認知症　－正しく知ることが上手な介護の第

一歩－ 杉山　孝博 Fサワ 週末探偵 沢村　浩輔

494.5ウ 身近な人ががんになったときに役立つ知識７６ 内野　三菜子 Ｆシバ クラッシュマン 柴田　哲孝

495.6イ
おなかの中からママとパパを見ていたよ　－心がホッとす

る胎内記憶の奇跡－ 池川　明 Ｆシモ 告白の余白 下村　敦史

498.34フ 毎朝１０回の「深い呼吸」で体が変わる 藤　麻美子 Fシュ 私の幽霊　－ニーチェ女史の常識外事件簿－ 朱川　湊人

519.2フ 環境破壊図鑑　－ぼくたちがつくる地球の未来－ 藤原　幸一 Fシュ 幸せのプチ　－町の名は琥珀－ 朱川　湊人

532ヒ
機械加工が一番わかる　－同一形状の製品を優れた精度

で大量に製造する技術－ 平野　利幸 Ｆシン 脇坂副署長の長い一日 真保　裕一

545.8オ にっぽん家電のはじまり 大西　正幸 Ｆタカ１ 土の記　上 高村　薫

594エ
ブックカバーとノートカバーの作り方　－手作りでらくらくでき

る－ えかた　けい Ｆタカ２ 土の記　下 高村　薫

595.6モ 太るクセをやめてみた　－あなたらしくヤセる－ 本島　彩帆里 Fタマ 恋糸ほぐし　－花簪職人四季覚－ 田牧　大和

596.4ヒ １２月３１日でも作れるおせちと正月の簡単つくりおき 平岡　淳子 Fツジ クローバーナイト 辻村　深月

596.6ア
あんこのことがすべてわかる本　－つくる、食べる、もてなす

－ 芝崎　本実 Ｆナカ セイレーンの懺悔 中山　七里

596ヨ
健康おかず作りおき　－元気のもと！「一汁三菜」の食卓

－ 横山　タカ子 Ｆナカ うき世櫛 中島　要

596ワ
食材２つでささっとできるメインディッシュ。　－がんばらなく

ても、おいしくできる１００レシピ－
ワタナベ　マキ Ｆニシ 悪魔を憐れむ 西澤　保彦

645.7ア 気ままに猫だもん。 あおいとり Ｆヌカ 君はレフティ 額賀　澪

645.7フ へん猫 藤田　一咲 Ｆノス ノスタルジー１９７２ 中島　京子

645.7ラ
図書館ねこベイカー＆テイラー　－小さな町に奇跡を起こ

した２匹の物語－ ジャン・ラウチ Ｆハセ 比（なら）ぶ者なき 馳　星周

726.1シ いいかもしれない
チャールズ　M．シュル

ツ Ｆハタ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子

726.6二 えんとつ町のプペル にしの　あきひろ Ｆハタ タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美

759リ レゴすごいアイデア
ダニエル・リプコーウィッ

ツ Ｆハダ コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介

814.4ア ことわざ生活　あっち篇 あかいわ　しゅうご Ｆハム あおなり道場始末 葉室　麟

814.4ア ことわざ生活　こっち篇 あかいわ　しゅうご Fヒラ 松田さんの１８１日 平岡　陽明

837.8コ 英語でどう言う？ 古我知　洋平 Ｆフク 広域警察極秘捜査班ＢＵＧ 福田　和代

910.2サ 作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部 Fマチ 青が破れる 町屋　良平

914.6カ 万年筆インク紙 片岡　義男 Ｆマチ 珍妙な峠 町田　康

914.6ソ 人は皆、土に還る 曽野　綾子 Ｆミチ サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介

914.6ハ 賢女の極意　－人生がきっと変わる！１２６の言葉－ 林　真理子 Ｆミツ ヘダップ！ 三羽　省吾

933.7カ 奇妙という名の五人兄妹 アンドリュー・カウフマン Ｆミヤ 月と太陽の盤　－碁盤師・吉井利仙の事件簿－ 宮内　悠介

933.7マ ジュリエット アリス・マンロー Ｆヤマ トコとミコ 山口　恵以子

953.6ヴ 名を捨てた家族　－１８３７－３８年ケベックの叛乱－ ジュール・ヴェルヌ Ｆヤマ しんせかい 山下　澄人

B281.0ナ 近代日本を創った７人の女性 長尾　剛 Ｆユキ ヒーローの選択 行成　薫

B493.14シ お母さんのための冷えとり術　－妊娠・出産＆子育て－ 進藤　義晴 Ｆヨシ 清十郎の目 吉村　龍一
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「やさしいライオン」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
やなせたかしの絵本を原作に、やなせ自身が

演出、手塚治虫がプロデュースした短編劇場

用ミュージカルアニメ。お母さんのいないラ

イオンの赤ちゃんと子供をなくした母犬は、

動物園で親子のように暮らしていた。

「わたしはイザベル」
エイミー・ウィッティング／著

（Ｙ933ウ）

【内容紹介】
愛されずに育った少女イザベルは、読書を心

の支えに自活をはじめ、生きるための苦闘を

続けるうちに、自らの言葉の才能を見出して

いく。ティーンエイジャーの自立と「毒母」

からの決別を描いた成長小説。

「 やさしい、いけばなの基本 」

竹中 麗湖著 ／著（793タ）

【内容紹介】
あなたのセンスで、自由に、植物に新たな

生命を吹き込みましょう。人気花を使った

季節のいけばな、四季のイベントを彩るい

けばなを紹介し、いけ方を写真で解説。い

けばなの基礎知識も掲載。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「オレさすらいの転校生」

吉野 万理子／著（913ヨ）

【内容紹介】
オレは、小学4年にして10回目というベテラン

転校生、曲角風馬。今度の学校では、みんな

“競歩”をやっていた。しかも隣町の小学校と

の対決があるんだって? よしっ、やったことな

いけど特訓だ。トップをとってやる!

【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（木）～１月31日（火）

作　品：木版画　～バルセロナ紀行～

作　者：星野　忠三さん（日古木在住）

　木版画を始めたのは定年後。作品の題材はいつも心を強く

引かれたもので、今は主にバルセロナ紀行で感動したガウディ

の壁面彫刻の木版画へのアレンジに取り組んでいます。

　彫刻を版画に表現するのは大変ですが、完成した作品に

喜びもひとしおです。作品は知人への贈り物にもなり、それは

木版画製作のもう一つの楽しみであり、魅力にもなっています。
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545.8オ にっぽん家電のはじまり 大西　正幸 Ｆタカ１ 土の記　上 高村　薫

594エ
ブックカバーとノートカバーの作り方　－手作りでらくらくでき

る－ えかた　けい Ｆタカ２ 土の記　下 高村　薫

595.6モ 太るクセをやめてみた　－あなたらしくヤセる－ 本島　彩帆里 Fタマ 恋糸ほぐし　－花簪職人四季覚－ 田牧　大和

596.4ヒ １２月３１日でも作れるおせちと正月の簡単つくりおき 平岡　淳子 Fツジ クローバーナイト 辻村　深月

596.6ア
あんこのことがすべてわかる本　－つくる、食べる、もてなす

－ 芝崎　本実 Ｆナカ セイレーンの懺悔 中山　七里

596ヨ
健康おかず作りおき　－元気のもと！「一汁三菜」の食卓

－ 横山　タカ子 Ｆナカ うき世櫛 中島　要

596ワ
食材２つでささっとできるメインディッシュ。　－がんばらなく

ても、おいしくできる１００レシピ－
ワタナベ　マキ Ｆニシ 悪魔を憐れむ 西澤　保彦

645.7ア 気ままに猫だもん。 あおいとり Ｆヌカ 君はレフティ 額賀　澪

645.7フ へん猫 藤田　一咲 Ｆノス ノスタルジー１９７２ 中島　京子

645.7ラ
図書館ねこベイカー＆テイラー　－小さな町に奇跡を起こ

した２匹の物語－ ジャン・ラウチ Ｆハセ 比（なら）ぶ者なき 馳　星周

726.1シ いいかもしれない
チャールズ　M．シュル

ツ Ｆハタ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子

726.6二 えんとつ町のプペル にしの　あきひろ Ｆハタ タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美

759リ レゴすごいアイデア
ダニエル・リプコーウィッ

ツ Ｆハダ コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介

814.4ア ことわざ生活　あっち篇 あかいわ　しゅうご Ｆハム あおなり道場始末 葉室　麟

814.4ア ことわざ生活　こっち篇 あかいわ　しゅうご Fヒラ 松田さんの１８１日 平岡　陽明

837.8コ 英語でどう言う？ 古我知　洋平 Ｆフク 広域警察極秘捜査班ＢＵＧ 福田　和代

910.2サ 作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部 Fマチ 青が破れる 町屋　良平

914.6カ 万年筆インク紙 片岡　義男 Ｆマチ 珍妙な峠 町田　康

914.6ソ 人は皆、土に還る 曽野　綾子 Ｆミチ サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介

914.6ハ 賢女の極意　－人生がきっと変わる！１２６の言葉－ 林　真理子 Ｆミツ ヘダップ！ 三羽　省吾

933.7カ 奇妙という名の五人兄妹 アンドリュー・カウフマン Ｆミヤ 月と太陽の盤　－碁盤師・吉井利仙の事件簿－ 宮内　悠介

933.7マ ジュリエット アリス・マンロー Ｆヤマ トコとミコ 山口　恵以子

953.6ヴ 名を捨てた家族　－１８３７－３８年ケベックの叛乱－ ジュール・ヴェルヌ Ｆヤマ しんせかい 山下　澄人

B281.0ナ 近代日本を創った７人の女性 長尾　剛 Ｆユキ ヒーローの選択 行成　薫

B493.14シ お母さんのための冷えとり術　－妊娠・出産＆子育て－ 進藤　義晴 Ｆヨシ 清十郎の目 吉村　龍一


