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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☆
【７月】

31

金 土日 月 火 水 木

15 16

3 4

1 2

7 85 6 9

10 11 12 13 14

2317 18 19 20 21 22

29 3024 25 26 27 28

 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

今回ご紹介するのは、背番号12番の居村杏奈選手!!

居村杏奈選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「カラフル 」

　　　　　　　森　絵都／著　　　　　　
おすすめの一言：他人に生まれ変わり、人生をやり直すチャンスを与えられ、

　 　　　　　　他人の人生だと適当に過ごしていくが、周りのひとたちによって

                  命の大切さに気づくことができ、生まれかわっていたのは

　　　　　　自分自身だということもわかり、とてもおもしろい話です。

居村杏奈選手【背番号１２*愛媛県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ライト】

今年の夏は図書館で☆

いよいよ７月。
梅雨が明けると夏本番です!!

今年の夏は図書館で過ごされませんか？
図書館では、６月から８月まで、サマータイムとして開館時間を拡大しています。
午前９時から午後７時（木曜日は午後８時）までの開館となり、いつもよりゆっくり
読書を楽しんでいただけます。
朝はおでかけの前に、夜はお仕事の帰りに・・・どうぞお立ち寄りください。

また、夏休み期間中は図書館の２階にある小会議室を学習室として開放します。
ご自分の資料や教科書などを持ち込んでの学習、夏休みの宿題や受験勉強、資格取得
を目指しての勉強・・・などなど学習が目的であればどなたでもご利用いただけます。
今年の夏の学習は、涼しくて静かな図書館をご利用ください。

さあ皆さん!
今年の夏は、ぜひ涼しい図書館でお過ごしください☆

さらに、小学生・中学生・高校生のかたにビッグニュースです!!
夏休みの終わり、８月２０日（土）から８月２６日（金）の午後１時から５時まで
図書館の１階にあるボランティア室で、大学生のボランティアさんが勉強を教えて
くれます☆
普段の勉強や夏休みの宿題でわからないところ、また苦手科目の克服に・・・
ぜひ、このチャンスをご利用ください!!

主催：赤磐市・赤磐市教育委員会

共催：赤磐市男女共同参画団体ネットワーク

応援：赤磐市くらし安全課　危機管理班

もしものときの災害時、避難所では年齢や性別にかかわらず人権が尊重されているでしょうか？
赤磐市は災害が少ないまちですが、もし避難した時には、みんな少しずつ我慢をして生活してい
くことになるとは想像がつきますね。少しでも生活しやすくしていくための意見を出してくださ
い。
老若男女、カードをめくりながら、いろいろな立場の人が考える避難所運営ゲームです。
みなさまの参加、お待ちしています。

日時：８月２４日（水）　午後１時３０分～３時
場所：中央図書館　１階　多目的ホール
講師：ＮＰＯ法人まちづくり推進機構岡山
　　　代表理事　　徳田　恭子　さん
定員：３０人（先着順）

問い合わせ先：本庁 協働推進課

８月１日（月）から、協働推進課（955-1114）
で受付を開始します。
※中央図書館では受付は行いませんので、
ご注意ください。

◆講師◆赤磐市消防署　救急指導員

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
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！
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「風のしるし」（ＣＤ）

舘野 泉 ／演奏

【内容紹介】
舘野泉(ピアノ)の演奏による、左手のための

ピアノ作品集

「自分の顔が好きですか？」

山口 真美／著（Ｙ１４１ヤ）

【内容紹介】
顔は、自分と社会をつなぐ接点。トクをするのは、

どんな顔? 「目力」は魅力を支配する? アジア人

は若く見える? 顔にまつわるさまざまな疑問を、

心理学で解き明かす。

「PTAグランパ! 」

中澤 日菜子／著（Fナカ）

【内容紹介】

商社勤めの娘に代わり、孫娘のため、PTA副

会長に就任した昭和の男・武曾勤。会長は金髪

の若者、もう一人の副会長は気弱な主婦、監査

役にママ達のボス…波乱の1年間が始まった! 元

「モーレツ社員」じぃじのPTA奮闘記。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「これだけは知っておきたい

教科書に出てくる日本の城 東日本編」
これだけは知っておきたい

教科書に出てくる日本の城編集委員会／著 （521コ）

【内容紹介】
日本には、長い歴史を持った城がたくさんある。

教科書に出てくる“これだけは知っておきたい”

城を、北海道・東北、関東、甲信・北陸、東海に

分けて、豊富な写真を交えて紹介。ミニ用語集も

収録する。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
7月１日（金）～７月３１日（日）

作品：木工品

作者：参鍋　英夫さん（山陽２丁目在住）

　今回は、参鍋英夫さんの木工品を展示させていただきます。

昨年にひき続き２度目の展示となり、今回は夏休み期間に展示するので、

ただの木工ではなく、フクロウや鳥たちなど、子どもたちに喜んで見て

もらえる作品となっています。フクロウや鳥たちのとまる切り株は、

ご自分で山へ行って掘り出したそうです。味わいある作品たちをどうぞ

ご覧ください。

【新着図書情報】平成２８年５月１２日～平成２８年６月９日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

007.5ノ
話すだけで書ける究極の文章法　－人工知能が助けてく

れる！－ 野口　悠紀雄 Ｆオオ 牛姫の嫁入り 大山　淳子

019.0マ 戦地の図書館　－海を越えた一億四千万冊－
モリー・グプティル・マニ

ング Fカガ 殉教者 加賀　乙彦

019.1ワ １冊２０分、読まずに「わかる！」すごい読書術 渡邊　康弘 Ｆカジ 葵の月 梶　よう子

019.9キ きみに贈る本 中村　文則 Ｆカブ 炎罪 鏑木　蓮

159.4カ
「自分の働き方」に気づく心理学　－何のために、こんなに

頑張っているんだろう・・・－ 加藤　諦三 Fカワ 大きな鳥にさらわれないよう 川上　弘美

159ウ 悩みごとの９割は捨てられる 植西　聰 Fカン オレンジシルク 神田　茜

159ワ
引きずらないコツ　－切り替え上手は「ポジティブ」思考に

頼らない－ 和田　秀樹 Fクシ FEED 櫛木　理宇

281.0イ 敗者烈伝 伊東　潤 Fケッ 決戦！川中島 冲方　丁

297.8シ 北極大変異（知のトレッキング叢書）
エドワード・シュトルジッ

ク Ｆゴ 蜃気楼の犬 呉　勝浩

324.8ス
「信託」の基本と使い方がわかる本　－老後の備え・相続

から教育資金贈与、事業継承まで－ 菅野　真美 Ｆコウ１ この日のために　上　－池田勇人・東京五輪への軌跡－ 幸田　真音

332.1イ
今さら聞けない経済教室　－こどもに聞かれても

困らない６０の疑問と答え－ 池田　信夫 Ｆコウ２ この日のために　下　－池田勇人・東京五輪への軌跡－ 幸田　真音

335ナ
５０歳からの起業術　－シニア起業と独立を成功に導く実践

的ノウハウ６１－ 中野　裕哲 Fコバ 失われた過去と未来の犯罪 小林　泰三

336.8ハ
四季報で学ぶ決算書の読み方　－「会社の数字」を読み解

く会計トレーニング 林　總 Fコン マル暴総監 今野　敏

336.9ヤ ３語で学ぶ会計 山田　咲道 Fササ 大岩壁 笹本　稜平

366.0ズ 図説労働の論点 高橋　祐吉 Fシマ 屋上の道化たち 島田　荘司

369.3ワ わが家の防災ハンドブック　－もしものときに役立つ－ 山村　武彦 Fシマ イノセント 島本　理生

370.4セ 命と向きあう教室 制野　俊弘 Fシモ 難民調査官 下村　敦史

374.3ホ 若手育成１０の鉄則１００の言葉がけ 堀　裕嗣 Fショ
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード（東京バンドワゴ

ン　〔１１〕） 小路　幸也

385.9ナ ５０歳からのすてきなマナー 中山　庸子 Fセト 求愛 瀬戸内　寂聴

490.4モ
今すぐ「それ」をやめなさい！　－Dr.モリタのやめるだけで

健康になる５０のヒント－ 森田　豊 Ｆタナ 炎と苗木　－田中慎弥の掌劇場－ 田中　慎弥

498.36コ
朝起きられない人のねむり学　－一日２４時間の賢い使い

方－ 神山　潤 Fツシ ジャッカ・ドフニ　－海の記憶の物語－ 津島　佑子

534.9イ
絵とき真空技術基礎のきそ　－これだけは知っ

ておきたい必携知識－ 飯島　徹穂 Fツシ 半減期を祝って 津島　佑子

548.3ホ
柔らかヒューマノイド　－ロボットが知能の謎を解き明かす

－ 細田　耕 Fツジ 残照　－アリスの国の墓誌－ 辻　真先

591イ
お金を整える　－財布、通帳、冷蔵庫。お金の「通り道」を

整えれば貯まりだす！－ 市居　愛 Fドウ 虹のふもと 堂場　瞬一

598.0イ 産廃Ｇメンが見た食品排気の裏側 石渡　正佳 Ｆナカ ＰＴＡグランパ！ 中澤　日菜子

626.2ノ 農家が教えるナスつくり 農文協 Ｆナカ 娘役 中山　可穂

627.8ハ
はじめての観葉植物・多肉植物選び方と育て方　－決定版

－ 尾崎　章 Ｆナガ 総理に告ぐ 永瀬　隼介

673.3フ クレーム対応の技術　－こんなアドバイスがほしかった！－ 古谷　治子 Fナガ St.ルーピーズ 長沢　樹

743シ 写真の教科書　－さあ、写真をはじめよう－ 大和田　良 Fナガ 赤い刻印 長岡　弘樹

750オ 遊んで育つ手づくりおもちゃ 大江　委久子 Ｆハセ 神奈備 馳　星周

830.7ト 本物の英語力 鳥飼　玖美子 Fハム 秋霜 葉室　麟

914.6セ 老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴 Fハヤ 小説王 早見　和真

914.6ヨ イヤシノウタ 吉本　ばなな Fヒガ 罪の終わり 東山　彰良

915.6二 一私小説書きの日乗　遥道の章 西村　賢太 Fヒグ 亀と観覧車 樋口　有介

933.7ケ パンドラの少女 M.R.ケアリー Fフジ サラバンド・サラバンダ 藤沢　周

933.7シ ボノボとともに　－密林の闇をこえて－
エリオット・シュレー

ファー Fフジ 亡者たちの切り札 藤田　宜永

933.7ジ
ハロルド・フライを待ちながら　－クウィーニー・ヘネシーの

愛の歌－
レイチェル・ジョ イス Fフル 花舞う里 古内　一絵

969.3コ 不倫 パウロ・コエーリョ Fホン 硝子の太陽Noir 誉田　哲也

Fアオ 半席 青山　文平 Fホン 硝子の太陽Rouge 誉田　哲也

Ｆアサ 残り者 朝井　まかて Ｆホン マルセイユ・ルーレット 本城　雅人

Fアサ 少女奇譚　あたしたちは無敵 朝倉　かすみ Fマチ ギケイキ　－千年の流転－ 町田　康

Fアズ 荒仏師運慶 梓澤　要 Fマミ 仏像ぐるりの人びと 麻宮　ゆり子

Ｆイガ スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久 Fミナ ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ

Ｆイト アポリア　－あしたの風－ いとう　みく Fムカ 「電脳マジョガリ」狩り 向井　湘吾

Ｆウチ 土曜はカフェ・チボリで 内山　純 Ｆモリ エミリの小さな包丁 森沢　明夫

Fオク ファミリー・レス 奥田　亜希子 Fユズ 奥様はクレイジーフルーツ 柚木　麻子


