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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

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。 

みんなで いいね パワーアップ 運動！ 

参加費無料 

2月1日（木） 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。 
※第１回と第２回に参加の方は、 

運動できる服装・シューズでご参

加下さい。 

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。

　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・・・

蔵書点検 ご注意ください！！ 返却ポストの利用 

２月１９日（月）～２月２３日（金）は蔵書点検のため、 

休館します。 
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ＩＰＵから学ぶ 

あなたは大丈夫ですか！？いつの間にか記憶力や足腰が衰えているかも・・・ 

楽しく学んで、心身共に健康で明るく過ごしましょう！ 

『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☆

● 第１回 ● ２月２８日（水） １０：３０～１２：００ 

「安全安心！！イスを使って筋力アップ バージョン２」 
 講師 ： 畑島 紀昭さん（ＩＰＵ・環太平洋大学講師） 

● 第２回 ● ３月 １日（木） １０：３０～１２：００ 

「脳トレ＆エクササイズで認知症を ＮＯ」 
 講師 ： 早田 剛さん（ＩＰＵ・環太平洋大学准教授） 

● 第３回 ● ３月 ２日（金） １０：３０～１２：００ 

「芸術作品作りで脳を活性化 

      ～クレヨンでひっかき絵を作ってみよう！～」 
 講師 ： 古山 喜一さん（ＩＰＵ・環太平洋大学准教授） 

今回ご紹介するのは、背番号１７番の林日向子選手!!

【林日向子選手【背番号１７*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

おすすめの本：「流星の絆」　　　　

　　　　　　　東野　圭吾／著　　　　　

おすすめの一言：兄妹愛がすごく感じられる作品で、両親が

　 　　　　　   殺され、その犯人を三兄妹で捜し見つける

　 　　　　　  話です。とてもオススメです！

定員 各回とも ４0名 

　2月18日が返却期限の資料を
18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、19日からは貸出中のまま
延滞の状況となる

※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
　20日（火）、21日（水）、22日（木）です。19日（月）と23日（金）は休館になります。

　昨年の蔵書点検は、赤磐市内全図書館が同時に休館となるのを避けるため、地区図書
館と中央図書館の蔵書点検の日程をずらしましたが、今年も日程をずらして実施します。
今年も、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。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481346056/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1adnhCV1hqcnVDVS9Va0pNRExJTVJ3SS9BQUFBQUFBQVlRUS9Gck5BMWFib0JYMC9zODAwL3Nob2VzX3NuZWFrZXIucG5n/RS=^ADB4Tgsk8y2q7Asze74ML7E8GLoDYw-;_ylt=A2RCL6mHOkpYMy4A.RmU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-


ご

  

 
 

「奇蹟がくれた数式」（ＤＶＤ）  

                   

【内容紹介】 
ケンブリッジ大学の数学者ハーディのもとに、イ

ンドのラマヌジャンからある発見を記した手紙が

届く。ハーディは奇蹟の証明をするためにラマヌ

ジャンを大学に招聘するが、学歴や身分を理由に、

教授たちの反対にあう。身分も国籍も違う二人が

起こした感動の実話。 

 
 

「10代からのプログラミング教室」 
   矢沢 久雄 ／著（Y007ヤ） 

 
【内容紹介】 
プログラミングができれば、自分のアイデア

を形にできる。まだプログラミングの楽しさ

を知らない人のために、プログラミングの基

礎をマンガやイラストを交えて解説する。 

 

 
 

「カズオ・イシグロ読本」 

 別冊宝島編集部／編（930.2カ） 

 

【内容紹介】         
2017年10月ノーベル文学賞を受賞したカ

ズオ・イシグロ。インタビュー資料や文芸

評論から彼の来歴を明らかにするほか、

「日の名残り」など全作品を読み解く。 

  

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 

 

「りんごって、どんなくだもの?」 

 安田 守／写真・文 （625 ヤ） 

 

【内容紹介】 
りんごは、どこでどうやってできるんだろ

う? りんごは、どのくらい昔からあるもの

なの? りんごのいろいろな品種や、成長す

る様子、栽培方法、歴史などについて、写

真を使って解説します。 

【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（木）～２月２８日（水）

※2/19（月）～2/23（金）は図書館はお休みです。

作　品：木工

作　者：石原　敦さん（赤磐市在住）

　木工は定年後の趣味として始められ、壺や茶たく、

菓子器など身の回りの生活道具を中心に、仲間と一緒

に生きがいセンターで作品づくりに励んでおられます。

優しい風合いの作品をどうぞご覧ください。

【新着図書情報】平成２９年１２月１４日～平成３０年１月１１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イ 人口知能と経済の未来 井上　智洋 914.6キ ５０代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本　葉子

016.2ワ わたしは１０歳、本を知らずに育ったの。
シャンティ国際ボラン

ティア会 914.6コ 幼年　水の町 小池　昌代

024.0コ この星の忘れられない本屋の話 ヘンリー・ヒッチングズ 914.6ソ 私の漂流記 曾野　綾子

143.5ヤ 読むと心がラクになるめんどくさい女子の説明書 山名　裕子 914.6タ 楽天家は運を呼ぶ 高橋　三千綱

146.8オ 「すぐ不安になってしまう」が一瞬で消える方法 大嶋　信頼 914.6フ
あなたがスマホを見ているとき、スマホもあな

たを見ている。 藤原　智美

159.6バ 言い訳してる場合か！ 坂東　眞理子 914.6ミ 緑の庭で寝ころんで 宮下　奈都

159.7ボ 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中　伸弥 914.6ヨ すべての始まり 吉本　ばなな

172ヒ 日本の神様解剖図鑑 平藤　喜久子 915.6デ チェコの十二ヵ月 出久根　育

231シ ギリシア人の物語　３ 塩野　七生 923.7チ １３・６７ 陳　浩基

281.0ゴ お墓からの招待状 合田　一道 933.7ザ 旅の終わりに マイケル・ザドゥリアン

289.1サ 知識ゼロからの西郷隆盛入門 木村　幸比古 933.7チ 水底の女 レイモンド・チャンドラー

289.3ホ 人生を変えるクロゼットの作り方 ベティ・ホールブライシュ 933.7ホ 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド

291.6キ 京都観光ランキング Ｆアカ キネマの天使 赤川　次郎

302.5ダ 地図で見るラテンアメリカハンドブック オリヴィエ・ダベーヌ Ｆアキ 婚活中毒 秋吉　理香子

329.5ゲ 避けられたかもしれない戦争 ジャン＝マリー・ゲーノ Ｆアス そのバケツでは水がくめない 飛鳥井　千砂

331キ １分間で経済学 ニーアル・キシテイニー Ｆオオ 万屋大悟のマシュマロな事件簿 太田　忠司

336.4サ 働き方の問題地図 沢渡　あまね Ｆオオ 俺はエージェント 大沢　在昌

366.4フ サラリーマンのための「手取り」が増えるワザ６５ 深田　晶恵 Ｆオク 葵の残葉 奥山　景布子

367.1ク 誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 くどう　みやこ Ｆカノ カーテンコール！ 加納　朋子

367.3ノ 母・娘・祖母が共存するために 信田　さよ子 Ｆカワ テーラー伊三郎 川瀬　七緒

369.2ナ ろう者の祈り 中島　隆 Ｆキタ ビギナーズ・ドラック 喜多　喜久

480.4ヌ 図解なんかへんな生きもの ぬまがさ　ワタリ Ｆゲン 竹林精舎 玄侑　宗久

481.1コ べんりなしっぽ！ふしぎなしっぽ！ 小宮　輝之 Ｆササ 卑劣犯 笹本　稜平

490.76ス 動物実験の闇
マイケル・Ａ．スラッ

シャー Ｆサト 遺訓 佐藤　賢一

498.13サ 最新医療費の仕組みと基本がよ～くわかる本 伊藤　哲雄 Ｆシモ サハラの薔薇 下村　敦史

498.3オ ウソだらけの健康常識 奥村　康 Ｆスズ さよなら、田中さん 鈴木　るりか

499.1グ ジェネリック ジェレミー・Ａ.グリーン Ｆセト いのち 瀬戸内　寂聴

536ハ ＪＲ全車両大図鑑 原口　隆行 Ｆテラ 架空の犬と嘘をつく猫 寺地　はるな

537.2ム 図解ＥＶ革命 村沢　義久 Ｆドウ 絶望の歌を唄え 堂場　瞬一

547.4ロ ６０歳からはじめるＳＮＳ 岡本　ゆかり Ｆトモ 映画化決定 友井　羊

590.4モ 脱力系ミニマリスト生活 森　秋子 Ｆハム 天翔ける 葉室　麟

593.8オ おとなの着物ことはじめ 永岡書店編集部 Ｆヒガ 探偵少女アリサの事件簿２ 東川　篤哉

596.2モ 全１９６ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山　尚義 Ｆマチ 生の肯定 町田　康

596イ すぐウマごはん 今泉　マユ子 Ｆミチ 風神の手 道尾　秀介

641.7ウ 小さい畜産で稼ぐコツ 上垣　康成 Ｆミツ 魔邸 三津田　信三

673.3タ 超一流のクレーム対応 谷　厚志 Ｆムラ バースデイ・ガール 村上　春樹

673.7ホ 花屋さんになろう！ 本多　るみ Ｆムラ 嘘 村山　由佳

675ウ 「おひとりウーマン」消費！ 牛窪　恵 Ｆモリ 道の向こうの道 森内　俊雄

723.1イ １０１歳の教科書 入江　一子 Ｆモロ 森家の討ち入り 諸田　玲子

726.9マ ポストカードサイズのかわいいちぎり絵 丸田　ちひろ Ｆユウ 飼う人 柳　美里

757サ 新しい分かり方 佐藤　雅彦 Ｆユウ 背中、押してやろうか？ 悠木　シュン

784.8ホ 下町ボブスレーの挑戦 細貝　淳一 Ｆヨコ 仮面の君に告ぐ 横関　大

809.4ヤ 心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口　謠司 Ｆワタ 意識のリボン 綿矢　りさ

835カ イラストでわかる中学英語 河原　千夜子 Ｂ280.4ホ 偉人はそこまで言ってない。 堀江　宏樹

902.3ユ 名作なんか、こわくない 柚木　麻子 Ｂ702.0タ バロックの光と闇 高階　秀爾

910.2ア 漱石を知っていますか 阿刀田　高 Ｂ914.6フ 言わなければよかったのに日記 深沢　七郎


