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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】

６月～８月は休館日は月曜日だけです☆

参加者募集中！！

「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）

赤磐市立中央図書館職員一同

 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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中央図書館に関するいろいろなことをアップしています。

・イベント情報

・おすすめの本

・日々の出来事

・休館日案内 などなど・・・

ぜひ、ご覧になってください！

「いいね！」も

よろしくお願いします☆

【 アドレス ： https://www.facebook.com/赤磐市立中央図書館-294845317543372/ 】

◆ 講師 ◆ 延藤 好英さん
第 １ 回：６月２０日（火）午前１０時～１2時
第 ２ 回：６月２７日（火）午前１０時～１2時

「絵本を読むということ」読み方の基礎と発声・読み聞かせについて

◆ 講師 ◆ 藤定 良子さん （人形劇団おもちゃばこ）

特 別 編：７月４日（火）午前１０時～１2時

『岡山シーガルズ』は、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。そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの１冊”を

ご紹介します☆

今回ご紹介するのは、背番号３３番の菱川文香選手!!

「岡山の方言にびっくりしました！」という菱川文香選手の

「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「ツナグ」　　　　

　　　　　　　辻村　深月／著　　　　　

おすすめの一言：この本は亡くなった人にもう一度会うことができるという

　 　　　　　　内容で、すごく感動して心温まる本です。

　 　　　　　　ぜひ読んでもらいたいと思います。

【菱川文香選手【背番号３３*三重県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）レフト】

　開館以来、赤磐市立中央図書館は、皆さまの生涯学習の拠点として「学びの場」である
とともに、「ゆとりと潤いにであう図書館」として、ご高齢の方から子どもさんまで
幅広い年齢の方に親しんでいただける場としての図書館づくりに努めてまいりました。

　また、本年度は、指定管理者制度の導入の可否についての検討を行う最終年度となっており、
今年中にはその方向性も見えてきます。
　それにつきましては、皆さまにもお伝えしながら、色々な形で皆さまの声も聞かせていた
だきたいとも、考えております。

おかげざまで９周年☆

　昨年度は蔵書点検による全館休館をなくしたり、本年度も６月１日から、サマータイムが
スタートするなど、「暮らしに役立つ図書館」を目標に、さまざまなことにチャレンジもし
ています。

　そのような状況の中ですが、「市民の皆さまの日々の暮らしに役立ち、寄り添う図書館」を
目標に今年度もさまざまな努力を続けていきたいと考えております。

　平成２９年６月６日、赤磐市立中央図書館は満９歳の誕生日を迎えます。
　今まで、図書館をご利用くださり、支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝
申しあげます。

９歳になった赤磐市立中央図書館を
　　　　　　　　　　どうぞよろしくお願いいたします。

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、発声の仕方など、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、
「三びきのこぶた」のペープサート（紙人形）作りです。
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「わたしはマララ」（DVD）

【内容紹介】
2014年にノーベル平和賞を史上最年少で受

賞した少女マララ・ユスフザイを取材したド

キュメンタリー映画。下校中に銃撃された事

件を中心に、彼女の生い立ちや教育活動家と

しての道を歩むこととなったいきさつを描く。

「青の王」

廣嶋 玲子／著（ＹF ヒロ）

【内容紹介】
魔族に守られている砂漠の都ナルマーン

を舞台に、孤児の少年ハルーンと不思議

な少女が繰り広げる冒険ファンタジー。

「この人、カフカ？」

ライナー・シュタッハ／著

本田 雅也／訳（940.2シ）

【内容紹介】
日記や手紙、走り書きやサイン等、カフ

カの生の断片に光をあて、その知られざ

る魅力を浮かび上がらせる。

【一般書】
【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「日本のふしぎなぜ？どうして？」

大野 正人／執筆（302オ）

【内容紹介】
「日本は、いつにほんになったの？」「鬼

はどこにすんでいるの？」など日本の歴史

やしくみについて、イラストとともに紹介。

聞かれたら説明に困る、いろんなふしぎが

理解できる。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

桃尻酒器セット

６月３日（土）～６月３０日（金）

作品：　吹きガラス作品

作者：　ガラス工房 華　講座生の皆さん

　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。

　作品のひとつ“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。

【新着図書情報】平成２９年４月６日～平成２９年４月２７日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

Ａ159.6ワ どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺　和子 933.7リ 母の記憶に ケン・リュウ

Ａ291.7イ 千年桜とともに 池田　哲之 934.7オ 内面からの報告書 ポール・オースター

002.7キ 奇跡を起こすたった１ページのノート術 知的生活追跡班 Fアオ 遠縁の女 青山　文平

146.8タ 自分に「いいね！」ができるようになる本 玉井　仁 Fアシ 貘の耳たぶ 芦沢　央

159セ どんな問題も解決するすごい質問 千田　琢哉 Fアン 暗黒グリム童話集 村田　喜代子

188.8ア
金閣寺・銀閣寺の住職が教える人生は引き算

で豊かになる 有馬　頼底 Fイシ 鎮憎師 石持　浅海

222コ 黄文雄の「歴史とは何か」 黄　文雄 Fイト 城をひとつ 伊東　潤

288.4オ 王妃たちの最後の日々　上・下
ジャン＝クリストフ・

ビュイッソン Fイト どんぶらこ いとう　せいこう

289.1ア 足利尊氏 森　茂暁 Fオト Ｒ．　Ｓ．　ヴィラセニョール 乙川　優三郎

290.9エ 世界の果てのありえない場所 トラビス・エルボラフ Fカツ 諦めない女 桂　望実

311.3マ 国旗で知る国際情勢 ティム・マーシャル Fキリ 夜の谷を行く 桐野　夏生

311.7ミ ポピュリズムとは何か
ヤン＝ヴェル

ナー・ミュラー
Fクマ 鮪立の海 熊谷　達也

319.1シ 尖閣諸島と日中外交 塩田　純 Fケッ 決戦！忠臣蔵 葉室　麟

332.1デ データブック格差で読む日本経済 みずほ総合研究所 Fコウ 攻殻機動隊小説アンソロジー 士郎　正宗

366.2ダ 誰が日本の労働力を支えるのか？ 寺田　知太 Fコバ 彼女は鏡の中を覗きこむ 小林　エリカ

366.4ヒ 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田　有史 Fコン ときどき旅に出るカフェ 近藤　史恵

367.1カ はじめてのジェンダー論 加藤　秀一 Fサカ 団塊の後 堺屋　太一

369.2ユ 介護破産 結城　康博 Fサト 月の満ち欠け 佐藤　正午

493.24ズ 図解エコノミークラス諸侯群の原因と予防ストレッチ 原　幸夫 Fサト 会津執権の栄誉 佐藤　巖太郎

406.9ナ 国立科学博物館のひみつ 成毛　眞 Fシモ サイレント・マイノリティ 下村　敦史

493.94ト ０歳からのスキンケア 友利　新 Fタチ 優しい水 日明　恩

498.8ハ 働く人のメンタルヘルス
アドバンテッジ　リ

スク　マネジメント Fタワ 百年の散歩 多和田　葉子

R470.3サ 里山さんぽ植物図鑑 宮内　泰之 Fツキ 追想の探偵 月村　了衛

504ニ ２０５０年の技術 英『エコノミスト』編集部 Fトガ 北条早雲４ 富樫　倫太郎

523.1ツ 日本木造校舎大全 角皆　尚宏 Fナカ 御徒の女 中島　要

547.4ヨ 高校生からはじめるプログラミング 吉村　総一郎 Fナカ 万次郎茶屋 中島　たい子

590イ ＮＨＫ「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術 伊豫部　紀子 Fニシ 小説日本博物館事始め 西山　ガラシャ

593.5ド 服を１０年買わないって決めてみました どい　かや Fニシ 現美新幹線殺人事件 西村　京太郎

596.4ヒ ゆるべんとうレシピ 平岡　淳子 Fニタ 彼女の色に届くまで 似鳥　鶏

599コ きょうだいの育て方 小崎　恭弘 Fハタ ひとめぼれ 畠中　恵

645.6ア ウチのわんこが思うこと。 アネラ Fハヤ 神さまたちのいた街で 早見　和真

649.0ホ 動物たちの命の灯を守れ！ 細田　孝充 Fヒガ 素敵な日本人 東野　圭吾

670ハ 入門オークション ティモンシー・Ｐ・ハバード Fヒガ さらば愛しき魔法使い 東川　篤哉

694.6ス スマホで困ったときに開く本 Fヒグ レスキュードッグ・ストーリーズ 樋口　明雄

724.4ア 「描く」がわかる！水彩画ルールブック 赤坂　孝史 Fフカ 午前三時のサヨナラ・ゲーム 深水　黎一郎

748コ 瀬戸内家族 小池　英文 Fミサ チェーン・ピープル 三崎　亜紀

754.9ホ 一年中楽しめるおりがみ壁飾り 掘込　好子 Fミヤ 誰かが見ている 宮西　真冬

778.7ス ジブリの文学 鈴木　敏夫 Fミヤ あとは野となれ大和撫子 宮内　悠介

837.8ナ 会話もメールも英語は３語で伝わります 中山　裕木子 Fヤツ おもちゃ絵芳藤 谷津　矢車

910.2カ 角野栄子の毎日いろいろ 角野　栄子 Fユウ 花葬 悠木　シュン

913.3ム 宇治の結び　上・下 紫　式部 Fユズ ＢＵＴＴＥＲ 柚木　麻子

914.6ソ 人生の選択 曽野　綾子 Ｂ281.0シ 戦国武将のカルテ 篠田　達明

914.6ツ 時の名残り 津村　節子 Ｂ702.0フ わかりたい！現代アート 布施　英利

914.6ツ まぬけなこよみ 津村　記久子 Ｂ914.6ウ 聞かなかった聞かなかった 内館　牧子

915.6イ　 井上ひさしから、娘へ 井上　ひさし ＢＦカキ 後悔病棟 垣谷　美雨

933.7バ 人生の階段 ジュリアン・バーンズ ＢＦトバ 七人の用心棒 鳥羽　亮


