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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

参加費無料 

★要申込★ 

災害はいつ、どこで起こるかわかりません。 

早め早めの防災・減災行動が命を守り、被害を少なくすると言われています。 

この講座は災害時のイメージを膨らませ、自分が主体となって刻々と経過して行く時間を追いながら、

その時々で何をすべきか、何を備えるべきかを考えるという点が特徴です。 

手や口を動かし、周りの方と話をしながら進めていくため、災害前の事前の備えとしてどなたにも役

に立つものです（グループワーク形式で行います）。 

ぜひこの機会に防災について考えてみませんか。 

日時：２月３日（土） １０：００～１２：００ 
場所：中央図書館 多目的ホール 

講師：坂本 京子さん（気象予報士、防災士、山口大学大学院創成科学研究科 技術補佐員） 

１月９日（火）午前１０時 から 中央図書館 で受け付けします。（先着５０名） 

お電話でのお申込みもできます。 

２月１９日（月）～２月２３日（金）は蔵書点検のため、

休館します。 

平成29年度 図書館蔵書点検について 

蔵書点検のため、平成29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。 

『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２7番の楢崎慈恵選手!!

【楢崎慈恵選手【背番号27*福岡県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ﾘﾍﾞﾛ】

おすすめの本：「ディズニーおもてなしの神様が教えて　

　　　　　　　くれたこと」　　　鎌田　洋／著　　　　　

おすすめの一言：短編集なので、まず普段本を読まない方でも読みやすい。

　 　　　　　　自分ばっかりではなく、人に見返りを求めない心で接する

　 　　　　　 事が大切というのを物語を通して教えてくれる。

　 　　　　　とても心がほっこりする本です。

岡山で発見したことは「ハスラーに乗っている人が多い」という

楢崎慈恵選手の「おすすめの一冊」です☆
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　最後になりましたが、本年が皆さまにとりまして、ご健康で幸多き一年になりますよう
　　職員一同、心からお祈りしております。　
　　　　　　　

赤磐市立中央図書館職員一同

　また、赤磐市立中央図書館は今年６月に開館１０周年を迎えます。
　今まで以上に「市民のための図書館」さらに「地域の生涯学習の拠点施設」として、一人で
も多くの方のお役に立てるよう、必要な多種多様の資料や情報を集めて提供させていただける
よう、努力いたします。
　本年も、職員一同、ご利用いただく皆さまの声を大切にしながら頑張ってまいりますので、　　　　
どうぞよろしくお願いいたします。

謹んで新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ありがとうございました。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

　赤磐市立図書館は、旧年平成２９年も“毎日の暮らしに役立つ図書館”を目指し、新しい
ことにチャレンジしながら、図書館サービスの向上に努めてまいりました。
　その中の一つとして、１１月から、岡山市と相互連携協定を結んだ市町間の図書の相互貸出
サービスがスタートいたしました。現在連携しているのは、岡山市、玉野市、備前市、赤磐市
真庭市、和気町、早島町、美咲町、吉備中央町の５市４町で、これらの市町の図書館の資料を
相互に借りることができるようになりました。
　利用者カードは、それぞれの市町の図書館でお作りいただくことになりますが、幅広く多く
の図書館をお使いいただけるようになりましたので、きっと今まで出会えなかった一冊にも出
会えることと思います。今年は、機会を見つけて、ほかの市町の図書館へもお出かけください。
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「祝賀のおと琴」（ＣＤ）                    

 

【内容紹介】 
琴の上品でみやびやかな音色が、日本のここ

ろを伝える。お正月はもちろん、おめでたい

時に役立つ実用ＣＤ。日本古謡から古典曲や

民謡まで、慶びの気持ちを奏でる祝いの名曲

を集める。人間国宝による演奏も収録する。 
 

 
 

「世界は変形菌でいっぱいだ」 

    増井 真那／著（Ｙ473マ） 

 
【内容紹介】 
５歳で変形菌と出会い、６歳より飼育、７歳

より研究を始めた１６歳の著者が、変形菌と

過ごした１０年間で体験したことを綴る。変

形菌研究において多数受賞する中で、内閣総

理大臣賞に輝いた研究も掲載する。 

 
 

「しめかざり」 

 森 須磨子／著（386.1モ） 

 

【内容紹介】         
紙垂、橙、譲葉、裏白などで彩られるしめ

かざり。それらの装飾をはずし、しめかざ

りの飾らない姿、藁が象る「素のかたち」

に込められた土地の祈りと人々の願いを読

み解く。 

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 

 

「あそぼう、あやとり」 

  野口 とも／監修（７９８ア） 

 

【内容紹介】 
あやとりあそびをしながら、あやとりの基

礎や知識を身に付けることができる一冊。

発祥国や間違えやすいポイントを示す説明

も収録。 

【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（金）～１月31日（水）

（赤磐市在住）

作　品：木版画・備前焼 ～酉年から戌年へ～

作　者：星野　忠三さん

　　　　大森　泰生さん

　「酉年から戌年へ」をテーマに、星野さんが木版画を

大森さんが備前焼を展示されます。

　過ぎ去りし２０１７年に思いを巡らせ、新たなる年

２０１８年に希望を込めて製作された作品です。木版画

と備前焼の素敵なコラボを是非、ご覧ください。

【新着図書情報】平成２９年１１月９日～平成２９年１２月７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ヒ おうちで学べる人口知能のきほん 東中　竜一郎 Ｆアサ おもかげ 浅田　次郎

007.3ス 親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木　朋子 Ｆイガ セブンズ！ 五十嵐　貴久

021.2イ 撮ってはいけない 飯野　たから Ｆイケ 虹の向こう 池田　久輝

145.7オ 自己愛的（ナル）な人たち 岡野　憲一郎 Ｆイソ 鳥獣戯画 磯崎　憲一郎

148ゲ ゲッターズ飯田の裏運気の超え方 ゲッターズ飯田 Ｆイト はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤　たかみ

151.6タ 幸福の「資本」論 橘　玲 Ｆイブ 彼方の友へ 伊吹　有喜

159.6マ 女、６０歳からの人生大整理 松原　惇子 Ｆウエ 破滅の王 上田　早夕里

289.1サ 街歩き西郷どん！ 林　真理子 Ｆオウ 奔流恐るるにたらず 逢坂　剛

289.1シ 維新の商人 古川　薫 Ｆオク リバース＆リバース 奥田　亜希子

289.1マ 牧野富太郎 コロナ・ブックス編集部 Ｆキタ ヴェネツィア便り 北村　薫

291.0コ 古地図から読み解く城下町の不思議と謎 山本　博文 Ｆキム ぼくせん 木村　忠啓

304ブ 文藝春秋オピニオン２０１８年の論点１００ Ｆクサ カネと共に去りぬ 久坂部　羊

319.5ダ アメリカ暴力の世紀 ジョン・Ｗ.ダワー Ｆケッ 決戦！賤ヶ岳 木下　昌輝

336ヒ なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか　続 樋口　晴彦 Ｆコイ 異形のものたち 小池　真理子

361.7チ 地方に生きる若者たち 石井　まこと Ｆコン インフルエンス 近藤　史恵

366.0ヒ 非正規クライシス 北川　慧一 Ｆサイ 銀杏手ならい 西條　奈加

366.4ヤ 同一労働同一賃金で、給料の上がる人・下がる人 山口　俊一 Ｆサク サーチライトと誘蛾灯 櫻田　智也

367.6イ サイレントマザー 石川　瞭子 Ｆサワ 火定 澤田　瞳子

367.9マ １３歳から知っておきたいＬＧＢＴ＋ アシュリー・マーデル Ｆシバ ねこ町駅前商店街日々便り 柴田　よしき

402チ 図説世界を変えた書物 竺　覚暁 Ｆショ 駐在日記 小路　幸也

452.4ワ 北極がなくなる日 ピーター・ワダムズ Ｆシン 痴漢免罪 新堂　冬樹

493.75オ 注文をまちがえる料理店 小国　士朗 Ｆタカ 白磁海岸 高樹　のぶ子

493.93コ
心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちをどう守

るのか 樋口　進 Ｆツク コルヌトピア 津久井　五月

507.1ジ 世界を変えた６つの「気晴らし」の物語 スティーブン・ジョンソン Ｆトバ 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽　亮

548.3ヒ ロボット法 平野　晋 Ｆナカ 逃亡刑事 中山　七里

572.7フ 第一人者が明かす光触媒のすべて 藤嶋　昭 Ｆナガ さくら、うるわし 長野　まゆみ

578.5ト トコトンやさしいナノセルロースの本
ナノセルロース

フォーラム Ｆニレ デッド・オア・アライブ 楡　周平

589.2ジ 脱「若見え」の呪い“素敵なおばさま”のススメ 地曳　いく子 Ｆハス 襷を我が手に 蓮見　恭子

591ヨ １日５００円の小さな習慣 横山　光昭 Ｆハタ シネマコンプレックス 畑野　智美

596.6ナ たのしいあんこの本 なかしま　しほ Ｆハム 大獄 葉室　麟

611.7イ 農業のマーケティング教科書 岩崎　邦彦 Ｆハラ ランチ酒 原田　ひ香

661.7ツ 荒くれ漁師をたばねる力 坪内　知佳 Ｆヒガ
女の子のことばかり考えていたら、１年が経って

いた。 東山　彰良

666.9サ 熱帯魚 佐々木　浩之 Ｆヒグ 構造素子 樋口　恭介

675.4ス トコトンやさしい小売・流通の本 鈴木　邦成 Ｆフジ ドレス 藤野　可織

740.2サ １０３歳。どこを向いても年下ばかり 笹本　恒子 Ｆフジ 断層の森で見る夢は 藤本　ひとみ

761.1パ ドビュッシーはワインを美味にするか？ ジョン・パウエル Ｆホン ノーマンズランド 誉田　哲也

779.8カ 紙芝居百科 紙芝居文化の会 Ｆホン 代理人 本城　雅人

781.4ス 最高に動ける体になる！骨格リセットストレッチ 鈴木　清和 Ｆマツ 光の犬 松家　仁之

816.2イ 形容詞を使わない大人の文章表現力 石黒　圭 Ｆミヤ 呉漢　上・下 宮城谷　昌光

914.6ウ 物語と歩いてきた道 上橋　菜穂子 Ｆムラ 窓から見える最初のもの 村木　美涼

914.6カ 月夜の散歩 角田　光代 Ｆヤマ メガネと放蕩娘 山内　マリコ

914.6セ ファミリーデイズ 瀬尾　まいこ Ｆヨシ 龍の右目 吉川　永青

914.6タ ありがとうのかんづめ 俵　万智 Ｆワカ おらおらでひとりいぐも 若竹　千佐子

914.6ム かるい生活 群　ようこ Ｂ152.1ミ 銀座Ｎｏ．１ホステスの上品な好かれ方 水希

914.6モ 道なき未知 森　博嗣 Ｂ914.6ノ お話はよく伺っております 能町　みね子

934.7ロ とても良い人生のために Ｊ．Ｋ．ローリング ＢＦジョ 情に泣く 宇江佐　真理ほか


