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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】

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☆

６月～８月は休館日は月曜日だけです☆
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【７月】
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参加者募集中！！

日時：７月２０日（水） 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◆赤磐市消防署　救急指導員

定員：３０人（先着順）　　　対象：一般

野外活動の多くなるこの季節。 野外活動は、町から離れた場所で多く行われます。

そんな時、けがや病気が発生してしまったら・・・

救急車が現場に到着するまでには、時間がかかることもあります。そんな時こそ早く

適切な処置が必要です。出かける前に、しっかりとその方法をマスターし、安全で

楽しいアウトドアを行いましょう！

なぜ子どもたちに絵本を読むことが大切なのかというお話から、絵本の持ち方や
読み方、選び方など、読み聞かせの基本知識を一緒に身につけていきます。
特別編は、「三びきのがらがらどん」のペープサート（紙人形）作りです。

今回ご紹介するのは、背番号９番の竹田麻衣選手!!
岡山は桃、ピオーネ！とにかくフルーツがおいしいです。という

竹田麻衣選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「永遠の０」　　　　

　　　　　　　百田　尚樹／著　　　　　　

おすすめの一言：家族、人を想う気持ちが感動のラストを待っています。

　 　　　　　　少し難しい内容もありますが、こうつながっているのかと

                  読み続ける中でたくさんの感動のストーリーがあります。　　　　　　　　　　　　　　

竹田麻衣選手【背番号９*和歌山県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）センター、ライト】

「絵本を読むということ」選書の基礎と読み聞かせについて

第 ２ 回：６月２９日（水）午前１０時～１２時

第 １ 回：６月２２日（水）午前１０時～１２時

「おはなし会を楽しむ」プログラムの組み立て方と読み方など

特 別 編：７月６日（水）午前１０時～１２時

「おはなし小物・ペープサートをつくろう」

申し込みは第１・２回と特別編、それぞれで受け付けます。
※託児希望の人は、お申し込みの際にお知らせください。（先着５人まで）

◆講師◆藤定　良子さん（人形劇団おもちゃばこ）

◆講師◆伊丹　弥生さん（文庫えぱみなんだすメンバー・就実大学非常勤講師）

おかげさまで８周年☆

赤磐市立中央図書館職員一同

　平成２０年６月６日に産声をあげた赤磐市立中央図書館。
　平成２８年６月６日、ご利用いただく皆さまに支えていただき満８歳の誕生日を迎えます。

　この８年間、市民の皆さまにいきいきと輝きながら暮らしていただくための「学びの場」、
「ゆとりと潤いに出会う図書館」として、子どもさんから高齢の方まで、幅広い皆さまにご
利用いただける場としての図書館づくりにつとめてきました。

　今年度からは“子育てするなら赤磐市”の実現に向けて、図書館でも「子育て応援コーナー
ーナーを設置しました。
　このコーナーでは、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、
パンフレットや地域の情報などを一ヶ所に集めて「子育て」の応援をしたいと考えています。

　さらに、今年も６月からスタートしているサマータイムの実施のほかにも、さまざまな事に
チャレンジするとともに、市民の皆さまのお声もきかせていただきながら「市民の皆さまの
日々の暮らしに役立つ図書館」を目指して努力を続けていきたいと考えています。

　赤磐市立中央図書館を
　　　　今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

 は休館日　　開館時間：午前９時から午後７時まで

                               ○木曜日は午後８時まで
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「スターズ」コラブロ／歌（ＣＤ）

【内容紹介】
"レ・ミゼラブル"の名曲「スターズ」や、映

画『アナと雪の女王』の主題歌「レット・

イット・ゴー」など、映画音楽、ミュージカ

ル楽曲のカヴァーを収録。メンバー5人の確

かな歌唱力を堪能できる一枚。

「十三番目の子」

シヴォーン・ダウド／著（Ｙ933 ダ）

【内容紹介】
呪われた子として生まれたダーラは、村人はもち

ろん、実の母とさえ一切のつながりを持たずに育

てられた。ところが、生け贄として海に沈められ

るまぎわになって初めて、ダーラは肉親の愛を知

り、母は娘を、兄は妹を取り戻す。

「声は、人なり。

言葉は、心なり。」

ましの せつこ／著（336.4マ）

【内容紹介】

言葉を磨けば、心も所作も綺麗になっていき

ます。正しい&美しい敬語の基本、スマートな

電話応対、一段格上の言葉遣いとマナーなど、

心のこもった発声と、心を伝える言葉選び、そ

れらと連動する態度=所作について解説します。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「目でみることばのずかん」

おかべ たかし／文 （８１０オ）

【内容紹介】
「図星」ってどんな星？「池」と「みずう

み」「ガ」と「チョウ」ってなにがちが

う？ことばの由来、意外な語源、漢字の成

り立ちなどを写真で楽しく理解できる図鑑。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
６月１日（水）～６月３０日（木）

作品：ガラス作品

作者：中川　貴美子さん（赤磐市在住）

　今回は、中川貴美子さんのガラス作品を展示させていただきます。

美しい花が咲きほこるステンドグラスのランプや、鮮やかなアクセサリー

など、長年にわたり作られたガラス作品たちです。ひとつひとつ細部まで

丁寧に作られています。どうぞご覧ください。

【新着図書情報】平成２８年４月１４日～平成２８年５月５日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

010.2ジ 世界の不思議な図書館 アレックス・ジョ ンソン 911..4シ シルバー川柳　特別編〔３〕　ババァ川柳　女の花道編 みやぎシルバーネット

010.2ト
図書館へ行こう！！　－新しいワクワクと出会える図書館

を１冊まるごと大特集！－ 911.1キ うた合わせ　－北村薫の百人一首－ 北村　薫

019.5オ 小さな本の大きな世界 長田　弘 911.1ハ 百人一首がよくわかる 橋本　治

141.3ウ 「名前が出ない」がピタッとなくなる覚え方 宇都出　雅巳 911.4イ イナカ川柳　－農作業しなくてよいはウソだった－ ＴＶ　Ｂｒｏｓ.編集部

159.4バ 仕事で心が折れそうになったら読む本 佐藤　康行 914.6イ 男の粋な生き方 石原　慎太郎

159.8ハ
心に響く５１の言葉　－一も人、二も人、三も人

－ 橋本　五郎 914.6オ 質問老いることはいやですか？ 落合　恵子

159キ 他人を気にしない生き方 ヨーゼフ・キルシュナー 914.6サ ヨーコさんの“言葉”　－それが何ぼのことだ－ 佐野　洋子

188.5シ 縁は苦となる苦は縁となる 塩沼　亮潤 914.6ハ 女の七つの大罪 林　真理子

291.7セ 瀬戸内ゆるっと旅　－かわいいモノコトさがし－ 955.7ル ラガ　－見えない大陸への接近－ ル・クレジオ

314.1ミ 日本の女性議員　－どうすれば増えるのか－ 三浦　まり Ｆアオ ノッキンオン・ロックドア 青崎　有吾

338.9ツ 通貨の未来　円・ドル・元 英『エコノミスト』編集部 Ｆアサ ままならないから私とあなた 朝井　リョウ

349タ スッキリわかる！自治体財政のきほん 武田　正孝 Ｆアン ソウル行最終便 安東　能明

350.1カ １歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林　博史 Ｆアン ゼロの激震 安生　正

361.4ワ 超一流の相手にしゃべらせる雑談術 渡瀬　謙 Ｆイケ 純情必死剣からたけ割り 池永　陽

366.2ハ 働きかたＮｅｘｔ選ぶのはあなた 日本経済新聞社 Ｆオオ スクープのたまご 大崎　梢

366ス 働くことの哲学 ラース・スヴェンセン Ｆオガ ツバキ文具店 小川　糸

367.3シ２ 家族という病　２ 下重　暁子 Ｆオク 向田理髪店 奥田　英朗

367.7ロ 老後親子破産 ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆオチ 咲く・ララ・ファミリア 越智　月子

369.2ヤ 介護漂流　－認知症事故と支えきれない家族－ 山口　道宏 Ｆオリ 死仮面 折原　一

470.4イ 面白くて眠れなくなる植物学 稲垣　栄作 Ｆオン タマゴマジック 恩田　陸

489.5シ 食材の栄養素を最大限に引き出す便利帖 五十嵐　ゆかり Ｆカタ なにもないことが多すぎる 片山　恭一

490.9ホ 血流がすべて解決する 堀江　昭佳 Ｆカタ 銀杏アパート 片島　麦子

493.46カ
過敏性腸症候群の安心ごはん　－食事で症状をコントロー

ル－ 松枝　啓 Ｆキノ 天下一の軽口男 木下　昌輝

493.93シ 食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ 海老澤　元宏 Ｆクボ アカガミ 窪　美澄

498.58ワ 若杉ばあちゃんの医者いらずの食養訓 若杉　友子 Ｆコン
モップの精は旅に出る（〔「女性清掃人探偵キリコ」シリー

ズ〕〔５〕） 近藤　史恵

590.4カ
ずっと好きなもの、これからのもの　－心地いい暮らしアイ

テム７７－ 香菜子 Ｆコン 防諜捜査 今野　敏

590マ エコな生活 マキ Ｆタマ 彩（いろ）は匂へど（其角と一蝶） 田牧　大和

590ミ
みんなの持たない暮らし日記　－シンプル衣食住を楽しむ

秘訣。－ ＳＥ編集部 Ｆナカ 彼女に関する十二章 中島　京子

593.1キ
切らずにできる着物の作り帯　－帯結びがいらないから着

付け楽々－ 和らく会 Ｆナカ
疾風に折れぬ花あり　－信玄息女松姫の一生

－ 中村　彰彦

596.3ニ
野菜ががっつり食べられる具だくさんドレッシン

グ 西山　京子 Ｆナガ リボルバー・リリー 長浦　京

596.4タ 今日のおべん　－平日ラクするべんとう生活－ ｔａｍｉ Ｆハタ 若様とロマン 畠中　恵

596.7ゲ 厳選日本茶手帖（知ればもっとおいしい！食通の常識） Ｆハム 辛夷の花 葉室　麟

596ス
炊飯ジャーでスイッチひとつの魔法のレシピ　－ほかほか

の感動１００レシピ－ 主婦の友社 Ｆハラ アムステルダムの詭計 原　進一

596タ スープ日乗　－鎌倉スープ教室全語録－ 辰巳　芳子 Ｆヒラ マチネの終わりに 平野　啓一郎

596ダ 完本壇流クッキング 壇　一雄 Ｆフク 緑衣のメトセラ 福田　和代

596タ３
体脂肪計タニタの社員食堂　続々　減塩なのにおいしい５

００ｋｃａｌまんぷく定食 タニタ Ｆフジ テミスの休息 藤岡　陽子

596ツ
つくりおきＢＥＳＴ２００　－毎日のごはん、おべんとうに困ら

ない！－ Ｆミサ ニセモノの妻 三崎　亜記

596ノ もっとつくおき　－もっとかんたん、もっとおいしい－ ｎｏｚｏｍｉ Ｆミナ１ クロコダイル団地　１ 皆川　博子

627.8ヨ 暮らしの寄せ植え 吉谷　桂子 Ｆミナ２ クロコダイル団地　２ 皆川　博子

645.7ヤ ねこはすごい 山根　明弘 Ｆミヤ 彼女がエスパーだったころ 宮内　悠介

689.5カ ディズニーキセキの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋 Ｆモリ 怪物率 森　晶麿

721.9シ 人生は一本の線 篠田　桃紅 Ｆヤマ 本懐に候 山本　音也

736ヤ 親子で楽しむ手形アート　－カンタン、かわいい！－ やまざき　さちえ Ｆヤマ 筆跡はお見とおし 山下　貴光

761サ 数と音楽　－美しさの源への旅－ 坂口　博樹 Ｆヨコ 炎上チャンピオン 横関　大

809.2ワ 好かれる人が絶対しないモノの言い方 渡辺　由佳 B336.4ソ
その日本語、大人はカチンときます！　－「ちゃんとした

言い方」一発変換帳－
ビジネス文章力研究所

809.4ト
１分のスピーチでも、３０分のプレゼンでも、人前であがらず

に話せる方法 鳥谷　朝代 BFイナ 疑わしき男　－書き下ろし時代小説－ 稲葉　稔


