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健康生活講座

〒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

【2月】
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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。

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。

【3月】
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みんなで いいね パワーアップ 運動！
参 加 費 無 料２月２８日（火） 安心安全！！イスを使って筋力アップ！！

講師 畑島 紀昭氏（ＩＰＵ・環太平洋大学講師）

3月 １日（水） シナプソロジーで脳をトレーニング！

講師 早田 剛氏（IPU・環太平洋大学准教授）

3月 2日（木） レジリエンス体操で生活不活性病を打開！

講師 古山 喜一氏（IPU・環太平洋大学准教授）

シナプソロジーって？ 左右違う動きなど、普段慣れない動きで脳を楽しく活性化する事

レジリエンスって？ 折れない心ストレスを跳ね返す力をつくる事

※各回とも午前10時３０分～正午

定員 各回とも ４0名

2月1日（水） 午前10時より中央図書館で

受付を開始します。（電話可）

申し込みは各回ごとに受け付けます。

赤磐市立中央図書館多

目的ホールで行います。
運動できる服装・シューズでご

参加下さい。　2月19日が返却期限の資料を
19日閉館後に返却ポストにいれた場合

図書館での返却作業は蔵書点検終了後
のため、20日からは貸出中のまま
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、、延滞中となり、
地区館での貸出・予約や、インターネットでの予約などもできなくなる。

　昨年までは全館同時に蔵書点検を行い、全館休館となっていましたので、皆さまに
大変ご迷惑をおかけしていましたが、今年は全館一斉の休館ではありません。
今年は、中央図書館が休館でも、地区図書館をご利用いただくことができます。

　そこで、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入れて
いただいても利用状況は貸出中のままになります。

※中央図書館の蔵書点検期間中、地区館（赤坂・熊山・吉井図書館）の開館日は
　21日（火）、22日（水）、23日（木）です。20日（月）と24日（金）は休館になります。

　中央図書館が閉館中に地区館をご利用になられる方、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。

※紙芝居、大型絵本やＣＤ・ＤＶＤ・ビデオなど視聴覚資料は返却ポストに入れないで
　ください。地区館か、中央図書館開館後に窓口カウンターへお返しください。

ただし、赤磐市以外の図書館の本については、貸出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。

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。

たとえば・・・

今回ご紹介するのは、背番号２４番の川畑夏希選手!!

「桃、ピオーネが大好き！！」という川畑夏希選手の

「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「塩の街」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

おすすめの一言：誰かのために命をかけて世界を救う姿に感動

　 　　　　　　します！オススメの一冊です。

【川畑　夏希選手【背番号２４*滋賀県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レシーバー】

蔵書点検 ご注意ください！！ 返却ポストの利用

【新着図書情報】平成２８年１２月８日～平成２９年１月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

024.8ホ 本の時間を届けます 篠賀　典子 Ｆアイ クランクイン 相場　英雄

049オ６ おかんメール　６
『おかんメール』製作委

員会 Ｆアイ 「茶の湯」の密室 愛川　晶

114.2イ 人間と機械のあいだ　－心はどこにあるのか－ 池上　高志 Fアキ 絶対正義 秋吉　理香子

145.5タ
脳が驚いて活性化！毎日だまし絵で脳トレ　－１日２問×３

１日で認知症やボケ防止に！－ 竹内　龍人 Ｆアケ 賢者の石、売ります 朱野　帰子

159.4シ 仕事でぶつかる「壁」を突破する技術 松尾　喬 Ｆイオ 痣 伊岡　瞬

188.8ア 泥があるから、花は咲く 青山　俊董 Ｆウタ Ｄの殺人、まことに恐ろしきは 歌野　晶午

198.8ミ 心が折れる職場 見波　利幸 Fオウ 闇の平蔵 逢坂　剛

291.7ル１７ るるぶ山陽山陰ベスト’１７ Ｆカノ 我ら荒野の七十奏（セプテット） 加納　朋子

335.1ヨ
人生を変えるドラッカー　－小説でわかる名著『経営者の

条件』－ 吉田　麻子 Fカワ 四月になれば彼女は 川村　元気

336.4イ 「いまどき部下」がやる気に燃えるリーダーの言葉がけ 飯山　晄朗 Ｆキョ 書楼弔堂　炎昼 京極　夏彦

361.4ハ たった一言で人生が変わるほめ言葉の魔法 原　邦雄 Ｆクサ 老乱 久坂部　羊

368.6オ いつかの夏　－名古屋闇サイト殺人事件－ 大崎　善生 Ｆクマ 浜の甚兵衛 熊谷　達也

383.8カ お雑煮マニアックス 粕谷　浩子 Ｆクロ あさ美さんの家さがし 黒野　伸一

385.4ア ゲストみんなが喜ぶミラクルウエディングの作り方 相澤　美佳 Ｆケッ 決戦！桶狭間 冲方　丁

385.9サ
外国人がムッとするヤバイしぐさ　－知らずにいると仕事

で、海外旅行で痛い目に！－
ジャニカ・サウスウィック Ｆササ 沈黙法廷 佐々木　譲

443.9ギ 宇宙のつくり方 ベン・ギリランド Fサワ 週末探偵 沢村　浩輔

457.7ツ 楽しい植物化石 土屋　香 Ｆシバ クラッシュマン 柴田　哲孝

493.12ム レンジで楽チン！糖尿病レシピ　改訂版 村上　祥子 Ｆシモ 告白の余白 下村　敦史

498.36ツ
朝５時起きが習慣になる「５時間快眠法」　－睡眠専門医

が教えるショートスリーパー入門－ 坪田　聡 Fシュ 私の幽霊　－ニーチェ女史の常識外事件簿－ 朱川　湊人

538.9ミ 宇宙ロケット工学入門 宮澤　政文 Fシュ 幸せのプチ　－町の名は琥珀－ 朱川　湊人

576.6テ てづくりお香教室　－かんたん・やさしい－ 松下　恵子 Ｆシン 脇坂副署長の長い一日 真保　裕一

594.9ク モールの動物たち　－くねくね曲げてねじって作る－ 国本　雅之 Ｆタカ１ 土の記　上 高村　薫

596.3ホ
魔法のひき肉ストック　－みんなが好きな料理がおいしくで

きる－ 本田　朋子 Ｆタカ２ 土の記　下 高村　薫

599マ
ママたちが非常事態！？　－最新科学で読み解くニッポン

の子育て－
NHKスペシャル取材班 Fタマ 恋糸ほぐし　－花簪職人四季覚－ 田牧　大和

615.8エ
本当に正しい鳥獣害対策Q＆A　－被害の原因は「間違っ

た知識」にあった！－ 江口　祐輔 Fツジ クローバーナイト 辻村　深月

629.7ア
まるごとわかる！庭づくりDIYの基本　－塀や排水溝のつく

り方から植栽・工作物まで－ 荒井　章 Ｆナカ セイレーンの懺悔 中山　七里

645.6ミ 柴犬マロたん ｍｉｎａｐｐｌｅ Ｆナカ うき世櫛 中島　要

673ヒ 店長のためのお金の教科書　－繁盛店を目指す！－ 平林　亮子 Ｆニシ 悪魔を憐れむ 西澤　保彦

674.5サ プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだて　ゆめこ Ｆヌカ 君はレフティ 額賀　澪

687.6タ 航空・貨物の謎と不思議 谷川　一巳 Ｆノス ノスタルジー１９７２ 中島　京子

724.4ト
透明水彩の手順パーフェクト・マスター・ブック　風景を描く

編 グラフィック社 Ｆハセ 比（なら）ぶ者なき 馳　星周

728ダ
誰が書いても美しく見える字手紙入門　－字や絵が苦手で

もすぐ書ける－ 戸松　葉美 Ｆハタ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子

782.3ノ 図解箱根駅伝　－図解でわかる！箱根駅伝の魅力－ 野神　明人 Ｆハタ タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美

809.2ツ
人前であがらず話せる１分声トレ　－スピーチもプレゼンも

怖くない！－ 司　拓也 Ｆハダ コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介

816ナ センスをみがく文章上達事典　新装版 中村　明 Ｆハム あおなり道場始末 葉室　麟

816バ すべては書くことから始まる 坂東　眞理子 Fヒラ 松田さんの１８１日 平岡　陽明

914.6キ 捨てきらなくてもいいじゃない？ 岸本　葉子 Ｆフク 広域警察極秘捜査班ＢＵＧ 福田　和代

914.6シ かぐや姫はいやな女 椎名　誠 Fマチ 青が破れる 町屋　良平

914.6シ もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ Ｆマチ 珍妙な峠 町田　康

914.6ミ１ 山猫珈琲　上巻 湊　かなえ Ｆミチ サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介

933.7エ ウインドアイ ブライアン・エヴンソン Ｆミツ ヘダップ！ 三羽　省吾

933.7チ プレイバック レイモンド・チャンドラー 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ニ
僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこ

と
ジェニファー・ニーヴン Ｆヤマ トコとミコ 山口　恵以子

933.7ノ１ ドラゴンの塔　上　魔女の娘
ナオミ・ノヴィ
ク

Ｆヤマ しんせかい 山下　澄人

933.7ノ２ ドラゴンの塔　下　森の秘密
ナオミ・ノヴィ
ク

Ｆユキ ヒーローの選択 行成　薫

953.7フ 本を読むひと アリス・フェリネ Ｆヨシ 清十郎の目 吉村　龍一

現在、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！！

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☆

バレーボール女子Ｖ・プレミアリーグに所属する『岡山シーガルズ』は、

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481346056/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1adnhCV1hqcnVDVS9Va0pNRExJTVJ3SS9BQUFBQUFBQVlRUS9Gck5BMWFib0JYMC9zODAwL3Nob2VzX3NuZWFrZXIucG5n/RS=^ADB4Tgsk8y2q7Asze74ML7E8GLoDYw-;_ylt=A2RCL6mHOkpYMy4A.RmU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481346056/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1adnhCV1hqcnVDVS9Va0pNRExJTVJ3SS9BQUFBQUFBQVlRUS9Gck5BMWFib0JYMC9zODAwL3Nob2VzX3NuZWFrZXIucG5n/RS=^ADB4Tgsk8y2q7Asze74ML7E8GLoDYw-;_ylt=A2RCL6mHOkpYMy4A.RmU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481413309/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTE3Mi5wbmc-/RS=^ADBulQ2KeO_fXkpPFtY3OGvunZ75vM-;_ylt=A2RCCzM8QUtYaygAfAOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481413309/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTE3Mi5wbmc-/RS=^ADBulQ2KeO_fXkpPFtY3OGvunZ75vM-;_ylt=A2RCCzM8QUtYaygAfAOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481413309/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTE3Mi5wbmc-/RS=^ADBulQ2KeO_fXkpPFtY3OGvunZ75vM-;_ylt=A2RCCzM8QUtYaygAfAOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481413309/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTE3Mi5wbmc-/RS=^ADBulQ2KeO_fXkpPFtY3OGvunZ75vM-;_ylt=A2RCCzM8QUtYaygAfAOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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「香りで彩る

アロマな生活-生活編-」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
植物や樹木、花や果実から作られる精油は自

然由来なので安心。でも、安易に使うことで

弊害が起きないよう、基礎知識をしっかり伝

え、色々な効能や使い方を解説し、生活の中

に取り入れる方法を紹介。

「方言萌え！？」
田中 ゆかり／著（Ｙ８１８ タ）

【内容紹介】
方言を演出的ツールとして用いることがSNS

やゲームを始め巷で流行中! そんな「ヴァー

チャル方言」は、「リアル方言」にも影響を

与えている。その関係をつぶさに観察し、日

本語や日本社会の新たな断面を浮き彫りにす

る。

「カズサビーチ」

山本 一力 ／著（Fヤマ）

【内容紹介】
ペリー来航の前に浦賀に入港していた米国

船。洋上で日本人漂流者を救助した彼らは、

被弾覚悟で鎖国中の日本に針路を取った。

言葉を超えた友情と敬意に江戸幕府老中は

…。実話に基づく歴史長篇。『小説新潮』

連載を書籍化。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「ヨーレのクマー」

宮部 みゆき作／著（E サ アカ）

【内容紹介】
クマーは透明なかいじゅうです。悪いかい

じゅうからヨーレの街を守っていましたが、

ある日大切な角が折れてしまい…。「ク

マー」をめぐる、やさしく悲しい物語。宮

部みゆき「悲嘆の門」幻の作中作を絵本化。

【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（水）～２月２８日（火）

※2/20（月）～2/24（金）は図書館はお休みです。

ももっこ作業所作品展

　ももっこ作業所では、９人の所生さんがそれぞれの能力に

応じて、作品づくりに取り組んでおられます。結び織り座布団は

完成までに時間がかかりますが、それだけに、できあがった時の

達成感はおおきいものがあります。

　ひとつ、またひとつと作りあげる喜び、それを手にとって

下さった人の笑顔が、所生さんの励みになっています。

【新着図書情報】平成２８年１２月８日～平成２９年１月４日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

024.8ホ 本の時間を届けます 篠賀　典子 Ｆアイ クランクイン 相場　英雄

049オ６ おかんメール　６
『おかんメール』製作委

員会 Ｆアイ 「茶の湯」の密室 愛川　晶

114.2イ 人間と機械のあいだ　－心はどこにあるのか－ 池上　高志 Fアキ 絶対正義 秋吉　理香子

145.5タ
脳が驚いて活性化！毎日だまし絵で脳トレ　－１日２問×３

１日で認知症やボケ防止に！－ 竹内　龍人 Ｆアケ 賢者の石、売ります 朱野　帰子

159.4シ 仕事でぶつかる「壁」を突破する技術 松尾　喬 Ｆイオ 痣 伊岡　瞬

188.8ア 泥があるから、花は咲く 青山　俊董 Ｆウタ Ｄの殺人、まことに恐ろしきは 歌野　晶午

198.8ミ 心が折れる職場 見波　利幸 Fオウ 闇の平蔵 逢坂　剛

291.7ル１７ るるぶ山陽山陰ベスト’１７ Ｆカノ 我ら荒野の七十奏（セプテット） 加納　朋子

335.1ヨ
人生を変えるドラッカー　－小説でわかる名著『経営者の

条件』－ 吉田　麻子 Fカワ 四月になれば彼女は 川村　元気

336.4イ 「いまどき部下」がやる気に燃えるリーダーの言葉がけ 飯山　晄朗 Ｆキョ 書楼弔堂　炎昼 京極　夏彦

361.4ハ たった一言で人生が変わるほめ言葉の魔法 原　邦雄 Ｆクサ 老乱 久坂部　羊

368.6オ いつかの夏　－名古屋闇サイト殺人事件－ 大崎　善生 Ｆクマ 浜の甚兵衛 熊谷　達也

383.8カ お雑煮マニアックス 粕谷　浩子 Ｆクロ あさ美さんの家さがし 黒野　伸一

385.4ア ゲストみんなが喜ぶミラクルウエディングの作り方 相澤　美佳 Ｆケッ 決戦！桶狭間 冲方　丁

385.9サ
外国人がムッとするヤバイしぐさ　－知らずにいると仕事

で、海外旅行で痛い目に！－
ジャニカ・サウスウィック Ｆササ 沈黙法廷 佐々木　譲

443.9ギ 宇宙のつくり方 ベン・ギリランド Fサワ 週末探偵 沢村　浩輔

457.7ツ 楽しい植物化石 土屋　香 Ｆシバ クラッシュマン 柴田　哲孝

493.12ム レンジで楽チン！糖尿病レシピ　改訂版 村上　祥子 Ｆシモ 告白の余白 下村　敦史

498.36ツ
朝５時起きが習慣になる「５時間快眠法」　－睡眠専門医

が教えるショートスリーパー入門－ 坪田　聡 Fシュ 私の幽霊　－ニーチェ女史の常識外事件簿－ 朱川　湊人

538.9ミ 宇宙ロケット工学入門 宮澤　政文 Fシュ 幸せのプチ　－町の名は琥珀－ 朱川　湊人

576.6テ てづくりお香教室　－かんたん・やさしい－ 松下　恵子 Ｆシン 脇坂副署長の長い一日 真保　裕一

594.9ク モールの動物たち　－くねくね曲げてねじって作る－ 国本　雅之 Ｆタカ１ 土の記　上 高村　薫

596.3ホ
魔法のひき肉ストック　－みんなが好きな料理がおいしくで

きる－ 本田　朋子 Ｆタカ２ 土の記　下 高村　薫

599マ
ママたちが非常事態！？　－最新科学で読み解くニッポン

の子育て－
NHKスペシャル取材班 Fタマ 恋糸ほぐし　－花簪職人四季覚－ 田牧　大和

615.8エ
本当に正しい鳥獣害対策Q＆A　－被害の原因は「間違っ

た知識」にあった！－ 江口　祐輔 Fツジ クローバーナイト 辻村　深月

629.7ア
まるごとわかる！庭づくりDIYの基本　－塀や排水溝のつく

り方から植栽・工作物まで－ 荒井　章 Ｆナカ セイレーンの懺悔 中山　七里

645.6ミ 柴犬マロたん ｍｉｎａｐｐｌｅ Ｆナカ うき世櫛 中島　要

673ヒ 店長のためのお金の教科書　－繁盛店を目指す！－ 平林　亮子 Ｆニシ 悪魔を憐れむ 西澤　保彦

674.5サ プロが教える現場で役立つ手書きPOP さとだて　ゆめこ Ｆヌカ 君はレフティ 額賀　澪

687.6タ 航空・貨物の謎と不思議 谷川　一巳 Ｆノス ノスタルジー１９７２ 中島　京子

724.4ト
透明水彩の手順パーフェクト・マスター・ブック　風景を描く

編 グラフィック社 Ｆハセ 比（なら）ぶ者なき 馳　星周

728ダ
誰が書いても美しく見える字手紙入門　－字や絵が苦手で

もすぐ書ける－ 戸松　葉美 Ｆハタ Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子

782.3ノ 図解箱根駅伝　－図解でわかる！箱根駅伝の魅力－ 野神　明人 Ｆハタ タイムマシンでは、行けない明日 畑野　智美

809.2ツ
人前であがらず話せる１分声トレ　－スピーチもプレゼンも

怖くない！－ 司　拓也 Ｆハダ コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介

816ナ センスをみがく文章上達事典　新装版 中村　明 Ｆハム あおなり道場始末 葉室　麟

816バ すべては書くことから始まる 坂東　眞理子 Fヒラ 松田さんの１８１日 平岡　陽明

914.6キ 捨てきらなくてもいいじゃない？ 岸本　葉子 Ｆフク 広域警察極秘捜査班ＢＵＧ 福田　和代

914.6シ かぐや姫はいやな女 椎名　誠 Fマチ 青が破れる 町屋　良平

914.6シ もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ Ｆマチ 珍妙な峠 町田　康

914.6ミ１ 山猫珈琲　上巻 湊　かなえ Ｆミチ サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介

933.7エ ウインドアイ ブライアン・エヴンソン Ｆミツ ヘダップ！ 三羽　省吾

933.7チ プレイバック レイモンド・チャンドラー 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ニ
僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこ

と
ジェニファー・ニーヴン Ｆヤマ トコとミコ 山口　恵以子

933.7ノ１ ドラゴンの塔　上　魔女の娘
ナオミ・ノヴィ
ク

Ｆヤマ しんせかい 山下　澄人

933.7ノ２ ドラゴンの塔　下　森の秘密
ナオミ・ノヴィ
ク

Ｆユキ ヒーローの選択 行成　薫

953.7フ 本を読むひと アリス・フェリネ Ｆヨシ 清十郎の目 吉村　龍一


