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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

『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☆

【３月】
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赤磐市立図書館では「図書館ボランティア」を募集します。図書館に興味がある方、知識や特技を

活かしたい方、ボランティア活動を通して図書館づくりに参加しませんか。

赤磐市立図書館は、図書資料の充実を図るため、「雑誌スポンサー制度」を実施しています。

これは対象雑誌を年間で購入して提供してくださるスポンサー（広告主）を広く公募する

制度です。

ご提供いただいた雑誌は、市内４図書館の雑誌コーナーに並べ、最新号（館内閲覧のみ）の

カバーにスポンサー名と、カバーの裏面に広告チラシ（Ａ４判以内）１枚を挿入し表示します。

対象となる雑誌リスト、スポンサー広告掲載基準、納入方法など

詳しいことは中央図書館までお問い合わせください。

※なお、申込書・関係書類は、中央図書館に備え付けてあるほか、

赤磐市立図書館のホームページからもダウンロード可能です。

◆申し込み・問い合わせ◆

●受付時間 午前１０時から午後５時まで（休館日を除きます。）

●問い合わせ先 中央図書館

おすすめの本：「探偵★日暮旅人の探し物」　　　　

　　　　　　　山口　幸三郎／著　　　　　

☆ 今回ご紹介するのは、背番号11番の髙柳萌選手!! ☆

岡山でお気に入りの食べ物は「桃のソフトクリーム♪」という

髙柳萌選手の「おすすめの一冊」です☆

【髙柳萌選手 背番号11*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの一言：目に見えないモノを視る力を持った日暮旅人

                     の「愛」を探す物語で、心温まる1冊です。

                     本当に大切なものを感じさせられます。

とき ： ３月１０日（日） ばしょ ： 中央図書館 多目的ホール

13:30～14:30

14:45～15:15

15:30～16:30

春フェスタ特別版で、絵本に加えてエプロンシアター、工作など
おたのしみ企画満載です。みんなで絵本の世界を楽しみましょう♪

環太平洋大学の学生さんが楽しい催しを企画してくれました。みんなが笑顔になること
間違いなし！！ダンスの曲目はみんなのリクエストで決定します。お楽しみに♪
　・シルエットクイズ
　・大型絵本「ともだちや」
　・みんなでダンス♪

春フェスタにpepperがやってき
て、１日中央図書館長として皆様
をお迎えします！
pepperはクイズやダンスが得意!!
一緒にpepperと遊んでみませんか。

申し込み不要

 参加費無料

【活動内容】

　★読み聞かせボランティア

　　図書館でのおはなしかいにて、子どもたちへの絵本の読み聞かせを行います。

　★資料整理・補修ボランティア

　　本棚の整理や本の修理・補修を行います。（活動日：毎月２回）

　★行事協力ボランティア

　　講座の受付・図書館行事の補助などを行います。

　★館内外美化ボランティア

　　図書館内・館外の清掃を行います。（活動日：年６回程度）

　★外国語で利用案内等作成

　★手づくりボランティア

　　図書館で利用するおはなし小物や館内装飾の製作を行います。（活動日：年６～１２回程度）

【新着図書情報】平成３１年１月１７日～平成３１年２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

019.1サ １冊読み切る読書術 齋藤　孝 910.2ヒ <女流>放談　－昭和を生きた女性作家たち－
イルメラ・日地谷＝キル

シュネライト

159.8イ
日本のことわざを心に刻む　－処世術が身につく言い伝え

－ 岩男　忠幸 911.3ナ
夏井いつきの俳句ことはじめ　－俳句をはじめる前に聞

きたい４０のこと－ 夏井　いつき

159タ 「愉快な人生」を生きる 田口　佳史 911.5モ 永遠の詩情 森村　誠一

159ツ 頭が冴える！毎日が充実する！スゴい早起き 塚本　亮 914.6ア いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子

159ハ ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 幡野　広志 914.6ア 私が作家になった理由（わけ） 阿刀田　高

210.7イ 昭和戦争史　－ジブリ作品から歴史を学ぶ－ 一ノ瀬　俊也 914.6イ 作家のおしごと 五木　寛之

289.1ク
親を愛せない子、子を愛せない親たちへ　－わたしの親子

論－ 窪島　誠一郎 914.6サ 次の人、どうぞ！ 酒井　順子

289.1サ
ご先祖あるある！直系子孫だから知っている西郷さんと真

田さん 西郷　隆太郎 916ア
４０代ご無沙汰女子の、ざんねんな婚活　－婚活して初め

て気づいた、人生において大切な１７のこと－ 浅見　悦子

310ズ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス 916カ
車いすの看護師がんばれわたし　－働けることの喜び、

そして私の生きる道－ 川上　美代

336.4ワ
コミュ力ゼロからの「新社会人」入門　－仕事の不安がスッ

キリ解消！厳選メソッド４９－ 渡瀬　謙 916モ 癌で妊婦で４５歳です 森田　美佐子

345タ 経費キャラ図鑑　－フリーランスの節税と申告－ 高橋　創 933.7ハ 拳銃使いの娘 ジョ ーダン・ハーパー

367.3シ
子連れ婚のお悩み解消法　－継子・実子・住居・お金をど

うするか－ 新川　てるえ 933.7ハ カッコーの歌 フランシス・ハーディング

367.7フ この先をどう生きるか　－暴走老人から幸福老人へ－ 藤原　智美 Ｆアオ 早朝始発の殺風景 青崎　有吾

367.7ホ 老後資金の「ちょこっとスマート」やりくり術 保坂　隆 Ｆアオ 跳ぶ男 青山　文平

367.9イ はじめて学ぶＬＧＢＴ　－基礎からトレンドまで－ 石田　仁 Fアベ 発現 阿部　智里

377.9ト 確実内定　－就職活動が面白いほどうまくいく－ トイ　アンナ Ｆイス 未来職安 柞刈　湯葉

379.7コ
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやって

いるシンプルな勉強法 河野　玄斗 Fイッ だから殺せなかった 一本木　透

410.2ロ
ぼくと数学の旅に出よう　－真理を追い求めた１万年の物

語－
ミカエル・ロネー Fイト 夢も見ずに眠った。 絲山　秋子

480.4ズ ずるいいきもの図鑑 今泉　忠明 Ｆイワ 天命 岩井　三四二

490.4ナ <あまり>病気をしない暮らし 仲野　徹 Fウエ ニムロッド 上田　岳弘

493.44ツ
つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる！　－不快な胸焼

け、のどの痛みを自分で改善！－ 大竹　真一郎 Ｆオリ 月虹の夜市　－日本橋船宿あやかし話－ 折口　真喜子

493.46マ
腸がきれいになる元気食　－１００歳になっても美味しく食

べたい！８つの食材が決め手－ 松生　恒夫 Ｆカミ スイート・マイホーム 神津　凛子

494.5ク
がんになったら知っておきたいお金の話　－看護師ＦＰが授

ける家計、制度、就労の知恵－ 黒田　ちはる Fコウ ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池　留衣

494.77イ
１００歳まで自分の足で歩けるひざ年齢若返りメゾット　－１

日３分で変形性膝関節症の痛みを軽減！－ 磐田　振一郎 Fサイ 永田町小町バトル 西條　奈加

498.35セ １００歳まで元気でいるための正しい歩き方 関口　正彦 Fサガ 駒音高く 佐川　光晴

527ナ
笑って！小屋作り　－５０万円でできる！？セルフビルド顛

末記－ 中山　茂大 Ｆササ 指揮権発動 笹本　稜平

549.9カ トコトンやさしいレーザ加工の本 片山　聖二 Fシゲ 木曜日の子ども 重松　清

576.5カ
秒でわかる！最強の家事　－暮らしは、化学でラクにな

る！－ かずのすけ Ｆスオ とまり木 周防　柳

590オ ５０過ぎたら、お金は賢く、心はぜいたく 沖　幸子 Ｆタカ 居た場所 高山　羽根子

593.8ム 還暦着物日記 群　ようこ Fタニ まよなかの青空 谷　瑞恵

596.3ユ 夢のやせる肉　－カロリー１／２、なのにウマすぎ！－ Fチハ 鳥籠の小娘 千早　茜

596.6シ
魔法の絞り出しクッキー　－簡単なのに、こんなにかわいい

－ 信太　康代 Ｆナカ 神の島のこどもたち 中脇　初枝

596カ
コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ　－包丁まな板ボウル必要なし

－ 金丸　絵里加 Ｆナカ ふたたび嗤う淑女 中山　七里

596サ 栄養が溶け込んだおいしいスープ 阪下　千恵 Ｆナガ マーダーズ 長浦　京

645.6イ
犬川柳　しばせんの心得　人のホンネは都合よく解釈して

います！　－五・七・五で詠むイヌゴコロ！－ Fハタ つくもがみ笑います 畠中　恵

645.7ネ
猫川柳　ネコダマシイ　常に斜め上が猫のプライドです！

－五・七･五で詠むネコゴコロ！－ Ｆハマ Ｗ県警の悲劇 葉真中　顕

648.1サ 日本のナチュラルチーズ 佐藤　優子 Ｆハラ ＤＲＹ 原田　ひ香

674ユ 届く！刺さる！！売れる！！！キャッチコピーの極意 弓削　徹 Ｆホン 歌舞伎町ゲノム 誉田　哲也

724.4ホ
いちばんていねいな、植物のある風景の水彩レッスン　－

近景中景遠景描き分けかたをマスター－ 星野　木綿 Fマチ １R１分３４秒 町屋　良平

743.6イ 野の花写真　－撮影のテクニックと実践－ いがり　まさし Fムラ まつらひ 村山　由佳

780.2ス スポーツまちづくりの教科書 松橋　崇史 Ｆムレ 散歩するネコ 群　よう子

783.8オ
飛ばなくても９０を切るすごいゴルフ術　－著者の成功体験

から生まれた脱アベレージ法マンガ付－ 岡村　徹 Ｆユウ 名もなき星の哀歌 結城　真一郎

798シ 小学生はできるのに！大人は解けないクイズ 知的生活追跡班 Ｆヨコ いのちの人形 横関　大

809.2イ 大人のための言い換え力 石黒　圭 Ｆヨシ 逃げろ、手志朗 吉森　大祐

814サ
大人のにほんご事典　－デキる大人ならさらっと使いこなし

たい！－ 齋藤　孝 Fヨシ 雷雲の龍　－会津に吼える－ 吉川　永青

818ヨ
ことばの「なまり」が強みになる！　－生まれもった「自分の

ことば」で仕事も人生もうまくいく－ 吉村　真 Ｆワカ 殺人鬼がもう一人 若竹　七海

ピアノ、マリンバ、フルート、トランペット演奏による、皆さんおなじみの曲ばかりの

楽しいコンサートです。一緒に歌いましょう☆

♪曲名　『月の光』　『アルルの女～メヌエット～』　『となりのトトロ』

　　　　 　『平成のヒット曲より～川の流れのように、少年時代』『愛の夢』など
＜出演＞小堀佳代子さんと仲間たち



ご

  

「オリエント急行殺人事件」
（ＤＶＤ）

【内容紹介】
豪華寝台列車オリエント急行に乗車した

名探偵ポアロ。乗客の富豪ラチェットが殺

害され、ポアロは乗客らに聞き込みを開始

するが、全員にアリバイがあった･･･。

「図解はじめて学ぶみんなの政治」
アレックス・フリスほか／文（Y310ズ）

【内容紹介】
世界14カ国で人気の、子どもから大人まで

楽しめる政治入門書。「戦争は正当化でき

る?」「言論の自由ってどこまで許される

の?」など、身近なもめ事から国際問題まで、

政治のしくみを豊富なイラストで解説する。

「おいしい珈琲を自宅で淹れる本」
富田 佐奈栄 /著（596.7ト）

【内容紹介】
自宅で本格コーヒーを楽しみたい人のため

の入門書。コーヒーの淹れ方はもちろん、砂

糖・ミルク・クリームなどの選び方、カフェ

で人気のアレンジコーヒー、おいしいコー

ヒー豆の入手方法などを紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「個「性」ってなんだろう?」

中塚 幹也／監修（３６７コ）

【内容紹介】
女性らしさ、男性らしさって何? 学校はみ

んなが楽しくすごせる場所? 仕事や結婚は? 

性の多様性やLGBTの知識を、体や心の性に

違和感を覚え始める年頃の小学生に向けて、

マンガやイラストを交えてやさしく解説する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
3月１日（金）～3月３１日（日）

作　品：陶雛

作　者：さかい ゆきみ さん（赤磐市在住）

【新着図書情報】平成３１年１月１７日～平成３１年２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

019.1サ １冊読み切る読書術 齋藤　孝 910.2ヒ <女流>放談　－昭和を生きた女性作家たち－
イルメラ・日地谷＝キル

シュネライト

159.8イ
日本のことわざを心に刻む　－処世術が身につく言い伝え

－ 岩男　忠幸 911.3ナ
夏井いつきの俳句ことはじめ　－俳句をはじめる前に聞

きたい４０のこと－ 夏井　いつき

159タ 「愉快な人生」を生きる 田口　佳史 911.5モ 永遠の詩情 森村　誠一

159ツ 頭が冴える！毎日が充実する！スゴい早起き 塚本　亮 914.6ア いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子

159ハ ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。 幡野　広志 914.6ア 私が作家になった理由（わけ） 阿刀田　高

210.7イ 昭和戦争史　－ジブリ作品から歴史を学ぶ－ 一ノ瀬　俊也 914.6イ 作家のおしごと 五木　寛之

289.1ク
親を愛せない子、子を愛せない親たちへ　－わたしの親子

論－ 窪島　誠一郎 914.6サ 次の人、どうぞ！ 酒井　順子

289.1サ
ご先祖あるある！直系子孫だから知っている西郷さんと真

田さん 西郷　隆太郎 916ア
４０代ご無沙汰女子の、ざんねんな婚活　－婚活して初め

て気づいた、人生において大切な１７のこと－ 浅見　悦子

310ズ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス 916カ
車いすの看護師がんばれわたし　－働けることの喜び、

そして私の生きる道－ 川上　美代

336.4ワ
コミュ力ゼロからの「新社会人」入門　－仕事の不安がスッ

キリ解消！厳選メソッド４９－ 渡瀬　謙 916モ 癌で妊婦で４５歳です 森田　美佐子

345タ 経費キャラ図鑑　－フリーランスの節税と申告－ 高橋　創 933.7ハ 拳銃使いの娘 ジョ ーダン・ハーパー

367.3シ
子連れ婚のお悩み解消法　－継子・実子・住居・お金をど

うするか－ 新川　てるえ 933.7ハ カッコーの歌 フランシス・ハーディング

367.7フ この先をどう生きるか　－暴走老人から幸福老人へ－ 藤原　智美 Ｆアオ 早朝始発の殺風景 青崎　有吾

367.7ホ 老後資金の「ちょこっとスマート」やりくり術 保坂　隆 Ｆアオ 跳ぶ男 青山　文平

367.9イ はじめて学ぶＬＧＢＴ　－基礎からトレンドまで－ 石田　仁 Fアベ 発現 阿部　智里

377.9ト 確実内定　－就職活動が面白いほどうまくいく－ トイ　アンナ Ｆイス 未来職安 柞刈　湯葉

379.7コ
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやって

いるシンプルな勉強法 河野　玄斗 Fイッ だから殺せなかった 一本木　透

410.2ロ
ぼくと数学の旅に出よう　－真理を追い求めた１万年の物

語－
ミカエル・ロネー Fイト 夢も見ずに眠った。 絲山　秋子

480.4ズ ずるいいきもの図鑑 今泉　忠明 Ｆイワ 天命 岩井　三四二

490.4ナ <あまり>病気をしない暮らし 仲野　徹 Fウエ ニムロッド 上田　岳弘

493.44ツ
つらい「逆流性食道炎」は自分で治せる！　－不快な胸焼

け、のどの痛みを自分で改善！－ 大竹　真一郎 Ｆオリ 月虹の夜市　－日本橋船宿あやかし話－ 折口　真喜子

493.46マ
腸がきれいになる元気食　－１００歳になっても美味しく食

べたい！８つの食材が決め手－ 松生　恒夫 Ｆカミ スイート・マイホーム 神津　凛子

494.5ク
がんになったら知っておきたいお金の話　－看護師ＦＰが授

ける家計、制度、就労の知恵－ 黒田　ちはる Fコウ ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池　留衣

494.77イ
１００歳まで自分の足で歩けるひざ年齢若返りメゾット　－１

日３分で変形性膝関節症の痛みを軽減！－ 磐田　振一郎 Fサイ 永田町小町バトル 西條　奈加

498.35セ １００歳まで元気でいるための正しい歩き方 関口　正彦 Fサガ 駒音高く 佐川　光晴

527ナ
笑って！小屋作り　－５０万円でできる！？セルフビルド顛

末記－ 中山　茂大 Ｆササ 指揮権発動 笹本　稜平

549.9カ トコトンやさしいレーザ加工の本 片山　聖二 Fシゲ 木曜日の子ども 重松　清

576.5カ
秒でわかる！最強の家事　－暮らしは、化学でラクにな

る！－ かずのすけ Ｆスオ とまり木 周防　柳

590オ ５０過ぎたら、お金は賢く、心はぜいたく 沖　幸子 Ｆタカ 居た場所 高山　羽根子

593.8ム 還暦着物日記 群　ようこ Fタニ まよなかの青空 谷　瑞恵

596.3ユ 夢のやせる肉　－カロリー１／２、なのにウマすぎ！－ Fチハ 鳥籠の小娘 千早　茜

596.6シ
魔法の絞り出しクッキー　－簡単なのに、こんなにかわいい

－ 信太　康代 Ｆナカ 神の島のこどもたち 中脇　初枝

596カ
コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ　－包丁まな板ボウル必要なし

－ 金丸　絵里加 Ｆナカ ふたたび嗤う淑女 中山　七里

596サ 栄養が溶け込んだおいしいスープ 阪下　千恵 Ｆナガ マーダーズ 長浦　京

645.6イ
犬川柳　しばせんの心得　人のホンネは都合よく解釈して

います！　－五・七・五で詠むイヌゴコロ！－ Fハタ つくもがみ笑います 畠中　恵

645.7ネ
猫川柳　ネコダマシイ　常に斜め上が猫のプライドです！

－五・七･五で詠むネコゴコロ！－ Ｆハマ Ｗ県警の悲劇 葉真中　顕

648.1サ 日本のナチュラルチーズ 佐藤　優子 Ｆハラ ＤＲＹ 原田　ひ香

674ユ 届く！刺さる！！売れる！！！キャッチコピーの極意 弓削　徹 Ｆホン 歌舞伎町ゲノム 誉田　哲也

724.4ホ
いちばんていねいな、植物のある風景の水彩レッスン　－

近景中景遠景描き分けかたをマスター－ 星野　木綿 Fマチ １R１分３４秒 町屋　良平

743.6イ 野の花写真　－撮影のテクニックと実践－ いがり　まさし Fムラ まつらひ 村山　由佳

780.2ス スポーツまちづくりの教科書 松橋　崇史 Ｆムレ 散歩するネコ 群　よう子

783.8オ
飛ばなくても９０を切るすごいゴルフ術　－著者の成功体験

から生まれた脱アベレージ法マンガ付－ 岡村　徹 Ｆユウ 名もなき星の哀歌 結城　真一郎

798シ 小学生はできるのに！大人は解けないクイズ 知的生活追跡班 Ｆヨコ いのちの人形 横関　大

809.2イ 大人のための言い換え力 石黒　圭 Ｆヨシ 逃げろ、手志朗 吉森　大祐

814サ
大人のにほんご事典　－デキる大人ならさらっと使いこなし

たい！－ 齋藤　孝 Fヨシ 雷雲の龍　－会津に吼える－ 吉川　永青

818ヨ
ことばの「なまり」が強みになる！　－生まれもった「自分の

ことば」で仕事も人生もうまくいく－ 吉村　真 Ｆワカ 殺人鬼がもう一人 若竹　七海

　さかいさんは広島生まれで、愛知の大学では油画を学ばれ、そ

の後、陶芸の道へ進まれました。現在は赤磐市在住で、陶人形の

個展やグループ展を各地で行われています。

　今回の展示作品は陶雛。石膏型や手ひねりで作製した雛で、同

じように形づくり、絵付けをしても焼きあがりはひとつひとつ違

うそうです。「手にする人の幸せを願いながら作る時間は自分も幸せ」という、さかいさ

んの作品は、愛らしく、見る人の心をほんわか温めてくれますので、ぜひご覧ください。


