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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

                               　○木曜日は午後８時まで

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☆

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、
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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。

ご寄贈いただいた雑誌は、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。

◆申し込み・問い合わせ◆

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

中央図書館までお問い合わせください。

※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。

・受付時間 午前10時から午後5時まで（休館日を除きます。）

・問合せ先 中央図書館 雑誌スポンサー担当まで

今回ご紹介するのは、背番号２５番の大升知春選手!!

「桃とピオーネがおいしい！！」という大升知春選手の

「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「１リットルの涙」　　　　

　　　　　　　木藤　亜也／著　　　　　
おすすめの一言：小学生から大人まで読める本です。

　 　　　　　　最後には涙が出るほどの感動物語です。

【大升知春選手【背番号２５*大阪府出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

　このケースは、赤磐市にお住いの方や、赤磐市に

ゆかりのある方、グループの方の作品やコレクションを

展示して来館される方の目を楽しませています。

　お一人でも、グループでも、ご家族でもOKです。
随時展示作品を募集していますので、カウンターの
職員までお申し出ください。

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通して図書館づくりに参加しませんか。

募集対象：１８歳以上で、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１０日（金）～ ４月１６日（日）

【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）

★外国語で利用案内等作成

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のホームページからもダウンロードできます。）

【新着図書情報】平成２９年１月１２日～平成２９年２月２日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

015ユ
認知症予防におすすめの図書館利用術　－フレッシュ脳の

保ち方－ 結城　俊也 Ｆアキ サイレンス 秋吉　理香子

141.2キ
地球をグルグル回しても全然わからない人の方向オンチ矯

正読本 北村　壮一郎 Ｆアサ 銀の猫 朝井　まかて

152.2ウ 困難な結婚 内田　樹 Fアズ 万葉恋づくし 梓澤　要

159.6オ で、ほんとはどうしたいの？ 岡田　哲也 Ｆアン Ｔの衝撃 安生　正

159ウ
あなたはゼッタイ大丈夫　－愛されネコが知っている

HAPPYにゃルール－ 植西　聰 Fイク 夏をなくした少年たち 生馬　直樹

289.1ア 女子をこじらせて 雨宮　まみ Ｆイケ 向こうがわの蜂 池永　陽

289.1タ 伝えることから始めよう 高田　明 Ｆイシ 殺し屋、やってます。 石持　浅海

289.2キ ８２歳。明日は今日より幸せ 金　美鈴 Ｆイズ お師匠さま、整いました！ 泉　ゆたか

336.4ヤ
小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門　－会社

の負担が減って、社員のやる気も出る仕組み－ 山崎　俊輔 Fイヌ 我が名は、カモン 犬童　一心

336エ
ＡＩが同僚　－あなたはたのしく一緒に働けるか

－
日経トップリーダー Fオウ 果てしなき追跡 逢坂　剛

336シ 企業を守るネット炎上対応の実務 清水　陽平 Ｆオオ 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山　淳子

338.6ス
年収３００万円でもお金の心配がなくなるたった１つの方法

－金融機関を使い倒してお金を増やす！－ 菅井　敏之 Fオガ 不時着する流星たち 小川　洋子

365.3チ 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋　大輔 Ｆオノ 太郎とさくら 小野寺　史宜

367.4二 わが子に会えない　－離婚後に漂流する父親たち－ 西牟田　靖 Ｆカネ クラウドガール 金原　ひとみ

368.6ニ マンガでわかる！高齢者詐欺対策マニュアル 西田　公昭 Ｆゴ 白い衝動 呉　勝浩

368.8ハ
ドラッグと分断社会アメリカ　－神経科学者が語る「依存」

の構造－ カール・ハート Ｆコン サーベル警視庁 今野　敏

386.1タ
おまつり万歳！　－日本全国、四季のまつりとご当地ごは

ん－
たかぎ　なおこ Ｆサワ キリカ　－恐怖小説－ 澤村　伊智

420.2ジ 物理　－探究と創造の歴史－ トム・ジャクソン Ｆサワ１ 春に散る　上 沢木　耕太郎

488.6ミ
人生を変えてくれたペンギン

　　　　　　　　　－海辺で君を見つけた日－
トム・ミッチェル Ｆサワ２ 春に散る　下 沢木　耕太郎

492.3ナ 薬のやめどき 長尾　和宏 Fタケ 駒姫　－三条河原異聞－ 武内　涼

493.24ア 下肢静脈瘤自分で治す！防ぐ！ 阿部　吉伸 Ｆタナ 美しい国への旅 田中　慎弥

493.94ホ こどものがんと治療　－患者説明にそのまま使える－ 細野　亜古 Ｆタマ インスタント・ジャーニー 田丸　雅智

498.14サ 作業療法士になろう！ 齋藤　さわ子 Fツネ 無貌の神 恒川　光太郎

531.3コ 図解ゼロからわかる機械力学入門 小峯　龍男 Ｆテラ 月のぶどう 寺地　はるな

538.9ミ デジタルアポロ　－月を目指せ人と機械の挑戦－ デビッド・ミンデル Ｆドウ 錯迷 堂場　瞬一

548.3マ ロボットの歴史を作ったロボット１００ アナ・マトロニック Fナカ 翼がなくても 中山　七里

588.9ハ 未開封の包装史　－青果包装１００年の歩み－ 林　健男 Fナカ 血と肉 中山　咲

589.2オ
最強の「服選び」　－おしゃれが苦手でもセンスよく見せる

－ 大山　旬 Ｆニシ バスを待つ男 西村　健

590マ
家事は、すぐやる！　－めんどくさがりな性格のまま、体が

サクサク動くアイデア－ マキ Fニシ 琴電殺人事件 西村　京太郎

591.8ウ
シニアのなっとく家計学　－老後のお金はこれで足りる！

－ 梅本　正樹 Ｆハム 黒龍賦 葉室　麟

596エ １週間システムクッキング　－もう悩まない台所のコツー 江崎　美惠子 Fハラ サロメ 原田　マハ

645.4リ 羊飼いの暮らし　－イギリス湖水地方の四季－
ジェイムズ・リーバンク

ス Fハラ 星をつける女 原　宏一

674イ ネーミング全史　－商品名が主役に躍り出た－ 岩永　嘉弘 Ｆヒャ 幻庵　上 百田　尚樹

772.1ナ 人生の終いじたく　まさかの、延長戦！？ 中村　メイコ Ｆヒャ 幻庵　下 百田　尚樹

786.1タ 再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子 Fフジ 罠に落ちろ　－影の探偵’８７－ 藤田　宜永

793タ
四季をいつくしむ花の活け方　－一輪の表現から、多種活

け、枝の大活けまで－ 谷　匡子 Ｆミヤ カブールの園 宮内　悠介

818オ ことばの地理学　－方言はなぜそこにあるのか－ 大西　拓一郎 Fムラ やまと錦 村木　嵐

912.7ナ ぐーたら女の成功術 中園　ミホ Fヤノ 戦始末 矢野　隆

913.3サ 現時姉妹（しすたあず） 酒井　順子 Fヤマ サンライズ・サンセット 山本　一力

914.6エ 人生の踏絵 遠藤　周作 Ｆワタ 私をくいとめて 綿矢　りさ

914.6ホ 野良猫を尊敬した日 穂村　弘 Ｆワタ 自由なサメと人間たちの夢 渡辺　優

914.6ミ 山猫珈琲　下巻 湊　かなえ B159ウ がんばらない生き方 植西　聰

914.6モ レモンパイはメレンゲの彼方へ もとした　いづみ B498.58オ 病気にならない「ゆず」健康法 岡山　栄子

914.6ヨ まいにちを味わう 吉沢　久子 B810.2ノ 使ってみたい武士の日本語 野火　迅

916タ 車いす弁護士奮闘記 高田　知己 BFカシ 鴨川食堂おまかせ 柏井　壽

949.7リ 楽園の世捨て人 トーマス・リュダール BFヤザ 居酒屋ぶたぶた 矢崎　存美



ご

  

「赤ちゃんの赤ちゃんによる

赤ちゃんだらけの手遊びうた 」

（ＤＶＤ）

【内容紹介】
「むすんでひらいて」「げんこつやまのたぬ

きさん」など、昔ながらの手遊びうたを、オ

シャレなカフェ調にアレンジ

「先生、それって「量子」の仕業ですか？」

大関 真之 ／著（Ｙ421.3 オ）

【内容紹介】
難しい数式も理屈も一切出てこない、やさしい

「量子力学」の講義。量子の世界の風変わりな様

子や、身近な現象に量子の世界の住民が関わって

いること、宇宙・生物の成り立ち、量子コン

ピュータなどについて語る。

「図解食物アレルギーの悩みを解消する!

最新治療と正しい知識」
海老澤 元宏/監修（493.93ズ）

【内容紹介】
食物アレルギーの悩みを解消するには、正しい知

識が必要。食物アレルギーが起こるしくみや、日

常生活のすごし方や注意点、アレルギーライフを

楽しくするコツなど、家庭でできる食物アレル

ギー対策を解説する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「クララ」

エミリー・アーノルド・マッカリー／著
（Ｅ マ キ）

【内容紹介】
300年近くも前、サイがまぼろしの動物だと思

われていた時代にヨーロッパ中を旅したサイが

いました。名前はクララ。絵のモデルになった

り、歌がつくられたり…。人びとの人気者と

なったクララのおはなし。見返しに地図あり。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
3月1日（水）～３月31日（金）

【新着図書情報】平成２９年１月１２日～平成２９年２月２日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

015ユ
認知症予防におすすめの図書館利用術　－フレッシュ脳の

保ち方－ 結城　俊也 Ｆアキ サイレンス 秋吉　理香子

141.2キ
地球をグルグル回しても全然わからない人の方向オンチ矯

正読本 北村　壮一郎 Ｆアサ 銀の猫 朝井　まかて

152.2ウ 困難な結婚 内田　樹 Fアズ 万葉恋づくし 梓澤　要

159.6オ で、ほんとはどうしたいの？ 岡田　哲也 Ｆアン Ｔの衝撃 安生　正

159ウ
あなたはゼッタイ大丈夫　－愛されネコが知っている

HAPPYにゃルール－ 植西　聰 Fイク 夏をなくした少年たち 生馬　直樹

289.1ア 女子をこじらせて 雨宮　まみ Ｆイケ 向こうがわの蜂 池永　陽

289.1タ 伝えることから始めよう 高田　明 Ｆイシ 殺し屋、やってます。 石持　浅海

289.2キ ８２歳。明日は今日より幸せ 金　美鈴 Ｆイズ お師匠さま、整いました！ 泉　ゆたか

336.4ヤ
小さな会社のための新しい退職金・企業年金入門　－会社

の負担が減って、社員のやる気も出る仕組み－ 山崎　俊輔 Fイヌ 我が名は、カモン 犬童　一心

336エ
ＡＩが同僚　－あなたはたのしく一緒に働けるか

－
日経トップリーダー Fオウ 果てしなき追跡 逢坂　剛

336シ 企業を守るネット炎上対応の実務 清水　陽平 Ｆオオ 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山　淳子

338.6ス
年収３００万円でもお金の心配がなくなるたった１つの方法

－金融機関を使い倒してお金を増やす！－ 菅井　敏之 Fオガ 不時着する流星たち 小川　洋子

365.3チ 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋　大輔 Ｆオノ 太郎とさくら 小野寺　史宜

367.4二 わが子に会えない　－離婚後に漂流する父親たち－ 西牟田　靖 Ｆカネ クラウドガール 金原　ひとみ

368.6ニ マンガでわかる！高齢者詐欺対策マニュアル 西田　公昭 Ｆゴ 白い衝動 呉　勝浩

368.8ハ
ドラッグと分断社会アメリカ　－神経科学者が語る「依存」

の構造－ カール・ハート Ｆコン サーベル警視庁 今野　敏

386.1タ
おまつり万歳！　－日本全国、四季のまつりとご当地ごは

ん－
たかぎ　なおこ Ｆサワ キリカ　－恐怖小説－ 澤村　伊智

420.2ジ 物理　－探究と創造の歴史－ トム・ジャクソン Ｆサワ１ 春に散る　上 沢木　耕太郎

488.6ミ
人生を変えてくれたペンギン

　　　　　　　　　－海辺で君を見つけた日－
トム・ミッチェル Ｆサワ２ 春に散る　下 沢木　耕太郎

492.3ナ 薬のやめどき 長尾　和宏 Fタケ 駒姫　－三条河原異聞－ 武内　涼

493.24ア 下肢静脈瘤自分で治す！防ぐ！ 阿部　吉伸 Ｆタナ 美しい国への旅 田中　慎弥

493.94ホ こどものがんと治療　－患者説明にそのまま使える－ 細野　亜古 Ｆタマ インスタント・ジャーニー 田丸　雅智

498.14サ 作業療法士になろう！ 齋藤　さわ子 Fツネ 無貌の神 恒川　光太郎

531.3コ 図解ゼロからわかる機械力学入門 小峯　龍男 Ｆテラ 月のぶどう 寺地　はるな

538.9ミ デジタルアポロ　－月を目指せ人と機械の挑戦－ デビッド・ミンデル Ｆドウ 錯迷 堂場　瞬一

548.3マ ロボットの歴史を作ったロボット１００ アナ・マトロニック Fナカ 翼がなくても 中山　七里

588.9ハ 未開封の包装史　－青果包装１００年の歩み－ 林　健男 Fナカ 血と肉 中山　咲

589.2オ
最強の「服選び」　－おしゃれが苦手でもセンスよく見せる

－ 大山　旬 Ｆニシ バスを待つ男 西村　健

590マ
家事は、すぐやる！　－めんどくさがりな性格のまま、体が

サクサク動くアイデア－ マキ Fニシ 琴電殺人事件 西村　京太郎

591.8ウ
シニアのなっとく家計学　－老後のお金はこれで足りる！

－ 梅本　正樹 Ｆハム 黒龍賦 葉室　麟

596エ １週間システムクッキング　－もう悩まない台所のコツー 江崎　美惠子 Fハラ サロメ 原田　マハ

645.4リ 羊飼いの暮らし　－イギリス湖水地方の四季－
ジェイムズ・リーバンク

ス Fハラ 星をつける女 原　宏一

674イ ネーミング全史　－商品名が主役に躍り出た－ 岩永　嘉弘 Ｆヒャ 幻庵　上 百田　尚樹

772.1ナ 人生の終いじたく　まさかの、延長戦！？ 中村　メイコ Ｆヒャ 幻庵　下 百田　尚樹

786.1タ 再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子 Fフジ 罠に落ちろ　－影の探偵’８７－ 藤田　宜永

793タ
四季をいつくしむ花の活け方　－一輪の表現から、多種活

け、枝の大活けまで－ 谷　匡子 Ｆミヤ カブールの園 宮内　悠介

818オ ことばの地理学　－方言はなぜそこにあるのか－ 大西　拓一郎 Fムラ やまと錦 村木　嵐

912.7ナ ぐーたら女の成功術 中園　ミホ Fヤノ 戦始末 矢野　隆

913.3サ 現時姉妹（しすたあず） 酒井　順子 Fヤマ サンライズ・サンセット 山本　一力

914.6エ 人生の踏絵 遠藤　周作 Ｆワタ 私をくいとめて 綿矢　りさ

914.6ホ 野良猫を尊敬した日 穂村　弘 Ｆワタ 自由なサメと人間たちの夢 渡辺　優

914.6ミ 山猫珈琲　下巻 湊　かなえ B159ウ がんばらない生き方 植西　聰

914.6モ レモンパイはメレンゲの彼方へ もとした　いづみ B498.58オ 病気にならない「ゆず」健康法 岡山　栄子

914.6ヨ まいにちを味わう 吉沢　久子 B810.2ノ 使ってみたい武士の日本語 野火　迅

916タ 車いす弁護士奮闘記 高田　知己 BFカシ 鴨川食堂おまかせ 柏井　壽

949.7リ 楽園の世捨て人 トーマス・リュダール BFヤザ 居酒屋ぶたぶた 矢崎　存美

展示作品：“あかいわ”を彩る詩情（風景写真）

撮影者　：小野　祐治さん（立川在住）

　６０年余の東京、横浜での暮らしから、赤磐に越してはや１５年。

目にした自然、田園に広がる命の一つひとつは、ことさらに新鮮でした。

長年の広報宣伝や印刷メディアに関わる編集のキャリアから、写真は

趣味の一つに。

　展示コーナーにご紹介の作品から、改めて赤磐の季節を彩る詩情、

その魅力を感じていただけたら幸いです。


