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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７番の佐々木萌選手!!
岡山のお気に入りの食べ物は「桃・ブドウ・マスカット☆」という

佐々木萌選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「ハリー・ポッターと賢者の石」など

　　　　　　　　　　　　　「ハリー・ポッター」シリーズ

　　　　　　　J.K.ローリング／著　　　　　　

おすすめの一言：映画にもなり、とてもワクワク、ドキドキする本だと思い

　　　　　　　　ます。少し分厚いですが、読んだらスラスラ読めて、

　　　　　　　　あっという間です。　　　　　　　　

佐々木選手【背番号７*山口県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

子育て応援コーナー

　～図書館を活用して子育てを楽しみませんか～

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☆

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。

【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）

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。

子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こ
どもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。もともとは、５月
５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でしたが、子ども
の読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である２０００年より現在の
４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日に期間を延長しました。
開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな
行事が行われてきました。

幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断
する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子ど
もに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えると
き、それが「こどもの読書週間」です。

ぜひ、お子さんと一緒に

本を読んでください♪

　児童コーナーに、子育てに関する情報を集めた“子育て応援コーナー”ができました。
妊娠や出産、育児、家庭でのしつけなど、子育てに関連した本や雑誌、パンフレット、
地域の情報などをコーナーに集めました。

　ママやパパはもちろん、子育てをサポートする
おじいちゃん、おばあちゃんにも役立つ
情報がたくさんあります。　
児童コーナーに入って、すぐ左側にあります。
ぜひ、ご活用ください！！

　また、図書館では定期的に子ども向けに
絵本の読み聞かせなどしています。
ご自由にご参加ください。

　
午前10時30分～

午前10時30分～

午後2時～

午後2時～

絵 本 は と も だ ち

民 話 の 寺 小 屋
（ 昔 話 の 語 り ）

お は な し か い

毎週水曜日

毎週土曜日

毎月第１、第２日曜日

毎月第３日曜日
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「やさしい本泥棒」（ＤＶＤ）

【内容紹介】
1938年、ドイツ。田舎町へ里子に出された

少女リーゼルは、里親ハンスから読み書きを

学び、本を通じて知識だけでなく勇気と希望

を与えられる。彼女は、広場でナチスに燃や

された本の中から、焼け残った1冊を持ち帰

り・・・。

「寿命はなぜ決まっているのか」

小林 武彦 ／著（Ｙ491コ）

【内容紹介】
人はなぜ老いるのか? もしも老化がな
かったら? 寿命を延ばすことはできる
のか? 老化とガンの関係は? 細胞老化
を第一線で研究する著者が、科学的な
観点から解説する。

「暦の手仕事」

中川 たま／著（596ナ）

【内容紹介】

苺とバルサミコ酢のジャム、新生姜のシ

ロップ、トマト醬、かぼすカード、金柑の

コンポート…。逗子在住の人気料理家が、

四季を味わうレシピ81と心地よく暮らす知

恵を伝える。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「東海道四谷怪談」

金原 瑞人／著（912カ）

【内容紹介】
欲望の赴くままに人を殺す民谷伊右衛門。

その妻・お岩も、伊右衛門に毒を飲まされ、

醜い顔になって殺されてしまう…。映画や

歌舞伎などで取り上げられる「東海道四谷

怪談」の内容をやさしく伝える。古典の入

門書に最適。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

　今回は、堀口華江さんとガラス工房華の講座生の方の

作品を展示させていただきます。

“桃尻酒器”は器の底が桃のような形をしていて、逆さに

置くとまるで本物の桃のように見えます。

　吹きガラス技法でつくった、やわらかでカラフルな作品を

お楽しみください。

作品：　桃尻酒器セット

作者：　堀口華江さん（赤磐市在住）

【新着図書情報】平成２８年２月１１日～平成２８年３月３日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

019.5オ 絵本はこころの架け橋 岡田　達信 Ｆウエ 異郷の友人 上田　岳弘

147.2ハ とっさのしぐさで本音を見抜く
トルステン・ハーフェ

ナー Ｆオオ 誰にも探せない 大崎　梢

159サ 笑うとなぜいいか？ 斎藤　茂太 Ｆオノ 近いはずの人 小野寺　史宜

289.1ヒ
広岡浅子の生涯　－幕末から明治を“九転十起”の信念で

生きた女性実業家－ Ｆカト シェア 加藤　秀行

291.7二
にっぽんクルマ旅山陽・山陰しまなみ海道　－本当にいい

ところを旅する大人のドライブガイド－ Ｆカド 家康、江戸を建てる 門井　慶喜

291.8ヒ おいでよ、小豆島。
平野公子と島民のみな

さん Ｆカネ 鳥打ちも夜更けには 金子　薫

302.2ナ トルコ　中東情勢のカギをにぎる国 内藤　正典 Ｆカネ 軽薄 金原　ひとみ

304ワ 私の「戦後民主主義」 岩波書店編集部 Ｆカワ 声のお仕事 川端　裕人

332.5ス
スティグリッツ教授のこれから始まる「新しい世界経済」の

教科書

ジョ セフ・Ｅ．スティグ

リッツ Ｆキリ バラカ 桐野　夏生

335ハ
始めの一歩を踏み出す前に開業のための手続き完全マ

ニュアル　－税務・労務・法務・融資・補助金－ 小松崎　哲史 Ｆクロ 温泉妖精 黒名　ひろみ

336.3カ
先輩が部下になったら　－「定年６５歳時代」のチームマネ

ジメント－ 門脇　竜一 Ｆコン 臥龍（横浜みなとみらい署暴対係） 今野　敏

364.4ス
すぐに役立つ退職者のための医療保険・生活保護・年金・

介護保険のしくみと手続き 林　智之 Ｆコン 携帯乳児 紺野　仲右ヱ門

366.2キ 今日からできる障害者雇用 大胡田　誠 Ｆサイ 九十九藤（つづらふじ） 西條　奈加

367.3サ 子の無い人生 酒井　順子 Ｆショ アシタノユキカタ 小路　幸也

367.7ロ ６５歳で人生を変える－バラ色で生き抜くための計画－ 本岡　類 Ｆシラ 田嶋春にはなりたくない 白河　三兎

385.6タ 樹木葬という選択　－緑の埋葬で森になる－ 田中　淳夫 Ｆシン 赤毛のアンナ 真保　裕一

498.39コ
悩み抜く力　－うまく悩んで成功をつかむ人、ヘタに悩んで

つまずく人－ 小林　弘幸 Ｆスギ カナリア恋唄（お狂言師歌吉うきよ暦〔４〕） 杉本　章子

498.39二
「引きずらない」人の習慣　－怒り、悲しみ、不安のワナに

ハマらない－ 西多　昌規 Ｆスミ また、同じ夢を見ていた 住野　よる

577ナ トコトンやさしい染料・顔料の本 中澄　博行 Ｆチハ 西洋菓子店プティ・フール 千早　茜

591ズ
図解知らないとソンする！定年後のお金（お金のきほん）

－年金　退職金　老後資金　住まい　保険　相続－ 畠中　雅子 Ｆツキ ガンルージュ 月村　了衛

593.3ド きれいな仕立てのプロの技 百目鬼　尚子 Ｆナガ フランダースの帽子 長野　まゆみ

594.9ス 羊毛フェルトで作る絵本の主人公 須佐　沙知子 Ｆニシ 公方様のお通り抜け 西山　ガラシャ

596.4オ おべんと丼　－すぐでき－ 丼べん製作委員会 Ｆニシ まく子 西　加奈子

626.9ク
畑仕事の十二ヵ月　新版

　　　　　　　　　　　－暦に学ぶ野菜づくりの知恵－ 久保田　豊和 Ｆニレ ラストフロンティア 楡　周平

645.6ワ16
ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿　’１６～’１７　－全

国版－ Ｆハス 襷を、君に。 蓮見　恭子

645.7イ 猫にまた旅　フィルムカメラ編　－岩合光昭写真集－ 岩合　光昭 Ｆハム 神剣　－人斬り彦斎－ 葉室　麟

754.9モ マステで素敵にアレンジ楽しいギフト＆おもてなし 森　珠美 Ｆハヤ ビューティーキャンプ 林　真理子

781.4サ
老けない体は柔らかい筋肉からつくられる　－やってはい

けないストレッチ－ 坂詰　真二 Ｆヒグ ブロッケンの悪魔　－南アルプス山岳救助隊Ｋ－９－ 樋口　明雄

809.4タ 絶対にすべらない！披露宴のあいさつ集 立山　章雄 Ｆヒャ カエルの楽園 百田　尚樹

814.7イ 今どきコトバ事情　－現代社会学単語帳－ 井上　俊 Ｆフジ すしそばてんぷら 藤野　千夜

910.2キ 石川啄木 ドナルド・キーン Ｆフジ 女神（探偵・竹花） 藤田　宜永

914.6オ われらが胸の底 落合　恵子 Ｆフル 新任巡査 古野　まほろ

914.6サ 小説家の四季 佐藤　正午 Ｆホリ おせっかい屋のお鈴さん 堀川　アサコ

914.6ツ 息子に贈ることば 辻　仁成 Ｆホン ミッドナイト・ジャーナル 本城　雅人

914.6マ 人生パンク道場 町田　康 Ｆマツ ホモサピエンスの瞬間 松波　太郎

914.6ラ ラヴレターズ 文藝春秋 Ｆマヤ 海は見えるか 真山　仁

916オ あの日 小保方　晴子 Ｆミツ Ｙ．Ｍ．Ｇ．Ａ　－暴動有資格者－ 三羽　省吾

933.7オ 邪眼　－うまくいかない愛をめぐる４つの中篇－
ジョ イス・キャロル・オー

ツ Ｆミネ 星宿る虫 嶺里　俊介

933.7グ1 ハーフ・ワイルド上－ネイサン・バーンと魔のナイフ－ サリー・グリーン Ｆムラ 焼野まで 村田　喜代子

933.7グ2 ハーフ・ワイルド下－ネイサン・バーンと魔のナイフ－ サリー・グリーン Ｆムレ うちのご近所さん 群　ようこ

983ウ 陽気なお葬式 リュドミラ・ウリツカヤ Ｆメア メアリー・スーを殺して　－幻夢コレクション－ 乙一

Ｆアサ たそがれどきに見つけたもの 朝倉　かすみ Ｆモリ ピロウボーイとうずくまる女のいる風景 森　晶麿

Ｆアソ ＳＡＲＡ　－女性外交官・ロシア特命担当－ 麻生　幾 Ｆヤナ 象は忘れない 柳　広司

Ｆアヤ やがて海へと届く 彩瀬　まる Ｆヤマ 風待心中 山口　恵以子

Ｆイシ ご機嫌な彼女たち 石井　睦美 Ｆユズ 幹事のアッコちゃん 柚木　麻子

Ｆイワ 情け深くあれ　－戦国医生物語－ 岩井　三四二 Ｆワタ ラメルノエリキサ 渡辺　優

４月２日（土）～４月２８日（木）


