
　

　

. 　

中央図書館：086-955-0076

赤坂図書館：086-957-2212

熊山図書館：086-995-1273

吉井図書館：086-954-9200

ホームページ：https://www.akaiwa-lib.jp

Facebookページ

　は休館日

　【開館時間】

●全館：午前１０時から午後６時まで
※中央図書館の毎週木曜日午後８時までの
開館時間の延長は、当面の間中止いたします。

Instagramページ

 【9月】
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図書館知っトク講座
「めざせ! お家料理で健康増進」

コロナ禍により、お家で料理や食事をする機会が増えていませんか？

１日３食を毎日作っていると、食事の内容がマンネリ化してきた、何もしたくない日がある、

という悩みをたくさん聞きます。そこでこの講座では、バランスの良い献立を立てるときのポイ

ントや簡単にできるレシピをご紹介します。

毎日楽しくおいしく食事をして、健康増進をめざしましょう!

令和３年度

　　実　施　　

第１回

10 月 5 日

（火）

第２回

10 月 19 日

（火）

・簡単かつ健康的なレシピの紹介

　（既製品の活用や野菜の保存方法について）

・防災にも役立つパッククッキングの紹介

★食事と健康の関係について

★簡単にできる健康レシピについて

・５大栄養素の役割と効果の紹介

・バランスの良い食事の立て方の紹介

・献立づくりに挑戦!!

内　　　　　　容

〈日時〉第１回：１０月 ５日（火）午前１０時３０分～１２時

第２回：１０月１９日（火）午前１０時３０分～１１時３０分

〈場所〉中央図書館 １階 多目的ホール

〈講師〉市職員（管理栄養士）・栄養委員

〈申し込みについて〉

・定員２０人（※先着順）・参加費（無料）

・第１回、第２回とも受講していただくことを基本としますが１回のみでも受講できます。

・９月１日（水）午前１０時から中央図書館で受け付けします。

お電話でのお申込みもできます。

©TAKAHASHI ＳHOTEN

/NHＫ、NEP、ファンワ－クス

上映作品「ざんねんないきもの事典 ２」

爆発的ヒットとなった、人気本「ざんねんないきもの事典」を原作

にした、ショートアニメ。「シマリスのしっぽは簡単に切れるが、再生は

しない」など、一生懸命だけど、どこか“ざんねん”な進化を遂げた、

いきものたちを紹介します。（50分）

日 時：令和3年 ９月１８日 (土)

午後 １時 ４５分 開 場

午後 ２時～ 上 映

場 所：中央図書館 多目的ホール

定 員：３０名（先着順）

申し込みが

必要です

申し込みについて

９月１日（水）午前１０

時から中央図書館で受け

付けします。

お電話での申し込みもで

きます。

貸出数ベスト１０ 令和３年7月20日～8月20日

順位 タイトル 著者 資料種別

1 琥珀の夏 辻村　深月 一般書

2 小説８０５０ 林　真理子 一般書

3 霧をはらう 雫井　脩介 一般書

疼くひと 松井　久子 一般書

カラスのいいぶん 嶋田　泰子 児童書

硝子の塔の殺人 知念　実希人 一般書

二人の嘘 一雫ライオン 一般書

臨床の砦 夏川　草介 一般書

老いの福袋 樋口　恵子 一般書

どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる 児童書

ブレイクニュース 薬丸　岳 一般書

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー 児童書

ライオンのおやつ 小川　糸 一般書
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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】
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【一般書】

【児童書】 【視聴覚資料】

【一般書】

【一般書】

【一般書】

【児童書】

【児童書】

【児童書】

● 中央図書館 ● ● 赤坂図書館 ●

● 熊山図書館 ●

● 吉井図書館 ●

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

『千里眼ノン＝クオリア

の終焉』

松岡 圭祐／著

（KADOKA WA）

人気シリーズ最新作。

ノン＝クオリアの影が世界に忍び寄る。

機先を制するため香港に渡った岬美由紀

だったが、すでに既存の秩序は崩されつ

つあった・・・。

『スウィートホーム』

花里 真希／著

（講談社）

片付けを諦めている母と厳しい父のい

る家には不満ばかり。学校でもキツイ物

言いをしてしまう中一の千紗は、どこに

も味方はいないと感じていた。片付け×

友情の青春物語。

『コケ見っけ！日本全国

もふもふコケめぐり』

藤井 久子／著

（家の光協会）

コケを求めて各地を歩き、旅する「コ

ケめぐり」。街中や郊外などの身近にあ

るコケスポットのほか、三大聖地(奥入

瀬・北八ケ岳・屋久島)や苔庭のお寺など、

全国のコケの名所の数々を紹介。デー

タ:2021年6月現在。

『旅をしたがる草木の

実の知恵』

盛口 満／文・絵

（少年写真新聞）

野山にはおいしい実をつける草木があり

ます。それは、タネをまいてもらうための

植物の知恵です。そして人々はおいしい実

を育て果実を生み出しました。草木の実と

人との関わり、草木の実の知恵をイラスト

とともに紹介します。

『貯金0・知識0から

家建てちゃいました！』

えのき のこ／著

（エクスナレッジ）

頭金を増やすための家計見直し方法、

土地探し、設計・施工会社選び、住宅

ローンの基礎知識…。家づくりに必要な

知識を、貯金0円・知識0から注文住宅

を建てたイラストレーターのエピソード

を交えながら紹介する。

『東大教授がおしえる

さらに！やばい日本史』

本郷 和人／監修

（ダイヤモンド社）

正しい心で社会に尽くし500社も会社

を作った渋沢栄一は、バレバレの居留守

で悪事をごまかした-。偉人37人の「や

ばい」エピソードで日本の歴史を紹介。

日本と世界の関係の歴史もわかる。

『小説みたいに楽しく読める

生命科学講義』

石浦 章一／著

（羊土社）

人類の移動や歴史の謎が遺伝子で明らか

に! ゲノム編集食品はなぜ審査不要なの

か? 人間の体のこと、環境のことをテーマ

に、最新の生命科学の核心を、口語調のや

さしい講義で伝える。

『おおきなかべがあったとさ』

サトシン／文

広瀬 克也／絵

（文溪堂）

ある日、とつぜん目の前に高いかべがあ

らわれた。さあ、どうする? とても越えら

れそうもないかべだったけれど、はしごを

かけたり、鳥につかまったりして、知恵を

使って乗り越えていき…。勇気が出る、楽

しい絵本。

オレ、じてんしゃ！ギアやタイヤ、

チェーンやペダル、みんなで力をあわせて

走るぜー！いくぞー、もっとこいで！もっ

ともっと！楽しい自転車の絵本。

『オレじてんしゃ！』

石井 聖岳／作

（ほるぷ出版）

大寒波の夜、行き場を失くし

たホームレス達が米オハイオ州

シンシナティの公共図書館に立

てこもった。彼らの苦境を察し

た図書館員スチュアートは、彼

らと行動を共にし、出入り口を

封鎖する。図書館員の勇気が＜

希望＞を届ける。

『パブリック 図書館の奇跡』

エミリオ・エステベス／監督 （バップ）

『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“おすすめの一冊”をご紹介します☆

☆今回ご紹介するのは、背番号２４番の付欣田（FU XINTIAN） 選手!! ☆

おすすめの本 「君の名は。」 新海 誠／著

お気に入りの果物は「岡山産の桃」という、

付欣田 選手の「おすすめの一冊」です☆

【付欣田 背番号２４＊中国出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー 】

おすすめの一言
瀧と三葉の心が入れ替わり、戸惑いつつもお互いのことを知りながら

生活していくという物語です。特に瀧が、自分が消える危険を冒してで

も三葉を救おうとする姿にとても感動しました。 ハラハラドキドキする

展開なので是非読んでみてください。


