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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

　　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで
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今回ご紹介するのは、背番号６番の浅津ゆうこ選手!!

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、

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☆

岡山は「フルーツがおいしい☆」という

浅津選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「覚悟を決める心」

　　　　　　　山本　昌／著

おすすめの一言：野球選手、現役最年長の人の今までの話で、自分が

　　　　　　　　スポーツをしていることもあるし、していなくても、

　　　　　　　　考え方などがいろいろ勉強になることが多かったです。 

浅津選手【背番号６*島根県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

　図書館で不用になった本や雑誌、ご寄贈いただいた本など、たくさんの資料が

会場に並びます。ご希望の方はお一人10点までお持ち帰りいただけます。（同じ

タイトルの雑誌は3点まで）もちろん無料です。

　　※最終日4/10（日）は午後１時から点数は無制限になります。

以前は図書館の正面玄関付近を会場としていましたが、昨年の春から会場が

多目的ホールになりました。会場ではゆっくりと落ち着いて本などお選び

いただけます。ぜひ、お立ち寄りください。

当日はご家庭でご不用になった本やＣＤ、ＤＶＤなどを

直接会場に持ち込むこともできます。

（当日持ち込み可能なのは

　中央図書館だけです。）

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とおして図書館づくりに参加しませんか。

【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：毎月1回）

募集対象：18歳以上の方で、赤磐市立図書館でボランティア活動ができる方

募集期間：３月１５日（火）～４月１７日（日）

申込方法：市内図書館に備え付けの「ボランティア登録申込書」に記入の上、お申し込みください。

申込書は赤磐市立図書館ホームページからもダウンロードできます。

“本”も“人”も喜ぶリサイクルブックフェア開催！！

　☆リサイクルブックフェアは

　赤坂・熊山・吉井図書館でも

　同時開催しています☆

期間：4/8（金）～10日（日）　時間：午前10時～午後６時

赤磐市立図書館は、雑誌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。

対象雑誌を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、赤磐市内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

させていただきます。

対象となる雑誌リスト、スポンサー広告掲載基準、納入方法等詳しいことは

※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。

中央図書館までお問い合わせください。
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「グレートデイズ! 

～夢に挑んだ父と子～ 」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
車いすの生活をおくる17歳のジュリアンは、

失業して帰って来る父へ「2人でアイアンマ

ンレースに出る」という、とんでもない提案

を突き付ける。2人の無謀な挑戦が始まった。

「光と影を映す」
山田 太一／著（Ｙ912.7 ヤ）

【内容紹介】
映画会社・松竹での助監督時代を経て、木下

惠介と共にテレビドラマの世界へ。以来、

「時代のたましい」を描き続けてきた希代の

脚本家・山田太一が、ドラマ哲学を語る。

「異類婚姻譚」
本谷 有希子／著（Ｆモト）

【内容紹介】

専業主婦の私は、ある日、自分の顔が夫

とそっくりになっていることに気付

き・・・。「夫婦」という形式への違和を

軽妙洒脱に描いた表題作ほか、自由奔放な

想像力で日常を異化する全４編を収録。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「ビジュアル日本のお金の歴史

明治時代〜現代」
草野 正裕／著（337ヒ）

【内容紹介】
古代から現代にいたるお金の歴史を通じて、

人々の暮らしや経済の仕組みを紹介。円の誕生、

日本銀行の創立、お金の電子化など、明治時代

〜現代のお金について、豊富なカラー図版とと

もにわかりやすく解説する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

木のもつ温もり・安らぎに魅せられて、作品づくりに

励んでいます。

屋久杉やケヤキなどで作った行灯や飾り棚、整理箱、

花台など展示しています。どうぞご覧ください。

【新着図書情報】平成２８年１月１４日～平成２８年２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

A291.7オ16 岡山・倉敷’１６　－蒜山高原－ Ｆアイ1 ガラパゴス　上 相場　英雄

007.3イ 知識ゼロからのビッグデータ入門 稲田　修一 Ｆアイ2 ガラパゴス　下 相場　英雄

022.3マ
古書泥棒という職業の男たち　－２０世紀最大の稀覯本盗

難事件－
トラヴィス・マクデード Ｆアオ 図書館の殺人 青崎　有吾

024二
売りたい気持ちと買いたい気持ちをつなぐ技術　－魔法の

ＰOP＆ディスプレイ－ 西原　健太 Ｆアサ 獅子吼 浅田　次郎

141.7タ
行動情報処理　－自動運転システムとの共生を目指して

－ 武田　一哉 Ｆアサ 花冷えて　－闇医者おゑん秘録帖－ あさの　あつこ

159.7ト
歳をとるのは面白い　－７０代、８０代も豊かに生きられる

人、つまらなくなる人。－
『ＰＨＰ』編集部 Ｆアマ 午後二時の証言者たち 天野　節子

183.1コ
こだわらニャイ心配しニャイ迷わニャイ　－ブッタ

の言葉－
井上　ミノル Fイシ よはひ いしい　しんじ

210.4イ もしも真田幸村が中小企業の社長だったなら 井上　ミノル Ｆイチ レプリカたちの夜 一條　次郎

289.1ニ 世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子 Ｆイト 小松とうさちゃん 絲山　秋子

323.1ハ 憲法と民主主義の論じ方 長谷部　恭男 Ｆイヌ 滅びの鐘 乾石　智子

324.8イ 無戸籍の日本人 井戸　まさえ Fイノ ママがやった 井上　荒野

333.6ク ２０２０年世界経済の勝者と敗者 ポール・クルーグマン Ｆエン 狙撃手のオリンピック 遠藤　武文

336.2ス もう必要以上に仕事しない！時短シンプル仕事術 鈴木　真理子 Fオオ ＧＥＥＫＳＴＥＲ　－秋葉原署捜査一課　九重祐子－ 大倉　崇裕

336.4シ 新社会人の教科書　－イラスト図解－
日本サービスマナー協

会 Ｆオカ パパ 岡部　えつ

336.8ナ ３秒でバランスシートが読める本 中村　儀一 Ｆオガ
あなたの人生、逆転させます　－新米療法士・美夢のメン

タルクリニック日誌－
小笠原　慧

336.9コ 個人事業の経理と節税のしかた　－イラスト＆図解－ 益田　あゆみ Ｆカク 坂の途中の家 角田　光代

366.2ハ 会社を辞めるときの退職手続きのすべて 花本　明宏 Ｆキウ よこまち余話 木内　昇

378ヤ 発達障がいの子育てに悩むタイプ別ママの教科書 山本　登喜子 Fクシ 世界が赫（あか）に染まる日に 櫛木　理宇

383.8ク １日１杯の味噌汁が体を守る 車　浮代 Ｆサイ 樹液少女 彩藤　アザミ

386.9セ 世界の国々と祝日　－その国は何を祝っているのか－ 木村　凌二 Ｆサカ 踊り子と将棋指し 坂上　琴

493.74オ 依存症の科学　－いちばん身近なこころの病－ 岡本　卓 Ｆサト 吸血鬼 佐藤　亜紀

493.76オ 夫婦という病　－夫を愛せない妻たち－ 岡田　尊司 Ｆサト ハンニバル戦争 佐藤　賢一

495.48ア
ｉ－ｗｉｓｈ・・・ママになりたい　－不妊症と不育症

－
不妊治療情報センター Fシュ わたしの宝石 朱川　湊人

498.8ナ 職場のストレスチェック実践ハンドブック 中島　明子 Fショ ロング・ロング・ホリディ 小路　幸也

532.7ザ
ザ・手仕上げ作業　－ものづくり現場で受け継がれる技術

と技能－ 岡部　眞幸 Fシン ニューカルマ 新庄　耕

538.2フ
自作飛行機で空を飛ぶ　－ウルトラクルーザー

－
藤田　恒治 Ｆシン 夜の淵をひと廻り 真藤　順丈

566.6オ 図解基礎からわかるはんだ付 大澤　直 Ｆシン 溺れる月 新野　剛志

589.2ナ
９９０円ジーンズがつくられるのはなぜ？　－ファストファッ

ショ ンの工場で起こっていること－ 長田　華子 Ｆスズ 笑う赤おに 雀野　日名子

611.3ド
食糧と人類－飢餓を克服した大増産の文明史

－
ルース・ドフリース Ｆセキ ブレイン・ドレイン 関　俊介

675ベ
なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか　－サウンド・マー

ケティング戦略－
ジョ エル・ベッカーマン Ｆタキ 死んでいない者 滝口　悠生

678.3テ
ＴＰＰがビジネス、暮らしをこう変える　－環太平洋経済連携

協定－
日本経済新聞社 Ｆテン ムーンナイト・ダイバー 天童　荒太

702.1ヒ ボクと先輩 平野　太呂 Ｆドウ どうぶつたちの贈り物 小川　洋子

754.9ア 広告チラシでつくる世界の飾り小物 あおき　いくこ Ｆドウ1 バビロンの秘文字　１　胎動篇 堂場　瞬一

837.8ア なんでも英語で言えちゃう本 青木　ゆか Ｆトオ 蓮の数式 遠田　潤子

914.6ア 倒れるときは前のめり 有川　浩 Ｆナカ ハーメルンの誘拐魔 中山　七里

914.6サ 孫と私の小さな歴史 佐藤　愛子 Ｆナカ 年下のセンセイ 中村　航

914.6タ 老嬢物語 高楼　方子 Ｆニシ 帰ってきた腕貫探偵 西澤　保彦

914.6ヒ ありきたりの痛み 東山　彰良 Ｆニシ 光陰の刃 西村　健

914.6フ できすぎた話（管見妄語） 藤原　正彦 Ｆヒグ 少女の時間 樋口　有介

915.6ノ 絶筆 野坂　昭如 Ｆヒラ お伊勢まいり（新・御宿かわせみ〔６〕） 平岩　弓枝

933.7ア 夜、僕らは輪になって歩く ダニエル・アラルコン Ｆホリ その姿の消し方 堀江　敏幸

933.7バ アーサーとジョージ ジュリアン・バーンズ Ｆマリ ６月３１日の同窓会 真梨　幸子

933.7リ ジャック・リッチーのびっくりパレード ジャック・リッチー Ｆミヤ アメリカ最後の実験 宮内　悠介

933.7ロ エレナ―とパーク レインボー・ローウェル Ｆモト 異類婚姻譚 本谷　有希子

Y912.7ヤ
光と影を映す（１００年インタビュー）　－だからドラマはおも

しろい－ 山田　太一 Ｆヤノ 凛と咲きて 矢野　隆

BFキザ 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉 Ｆヨシ 電球交換士の憂鬱 吉田　篤弘

作品：　木工　“和の空間”

作者：　山内　一範さん（赤磐市在住）


