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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☆

 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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『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☆

岡山で発見したことは、桃がすっごく甘くて、美味しかった！！という

田口絢佳子選手の「おすすめの一冊」です☆

今回ご紹介するのは、背番号3番の田口絢佳選手!!

おすすめの一言：ミステリー小説には珍しい、殺人事件の一切ない学校内で

　 　　　　　　おこる謎や困りごとを古典部の4人が解いていく物語。

                　ミステリー系が苦手な人でも気軽に読める本です。

田口絢佳選手【背番号3*宮崎県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）ミドルブロッカー】

おすすめの本：「氷菓」　　　　

　　　　　　　米沢　穂信／著　　　　　　

【申し込み・問い合わせ先】本庁協働推進課 TEL：955-1114 

            （図書館では受付を行いませんので、ご注意ください。） 

 

第63回青少年読書感想文全国コンクール課題図書・岡山県指定図書

は、夏休みに貸出希望が集中します。そこで、多くの皆さんに利用し

ていただくため、７月１日から８月３１日までの期間は、貸出期間を

１週間とさせていただきます。貸出中の場合は予約し、お早目にご利

用ください。 
 

今年の夏も図書館で☆

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。

図書館からのお願い☆

いよいよ７月。梅雨が明けると、夏本番です!!
学校も夏休みに入り、多くの方が図書館へご来館くださいます。
そこで、ちょっと困ったことも・・・
○図書館の中で大きな声でおしゃべり!
○新聞や雑誌を独り占め!!
○携帯電話をかける　写真を撮る!
○横になる　眠る・・・
○荷物をおいて長時間席を離れる
○保護者が子どもを注意しない
○不衛生な状態で入館する
○資料を汚す　壊す　書き込みをする・・・などなど
これらはすべて、多くの皆さまにとっては、図書館でのマナー違反と思っていただけること
ばかりだと思いますが、実際には館内でおこっていることです。
図書館へお越しくださる、すべての皆さまに気持ちよくご利用いただくために、
どうかご協力よろしくお願い致します。
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「BRASS BEST J-POP甲子園」  

             （CD） 

                              

【内容紹介】 
誰もが知っているJ-POPヒットソングや、

強豪校のファンファーレをブラスアレンジ。

野球応援にぴったりな３１曲を収録。 

                                    

 
 
「中学生になったら」 

 宮下 聡／著（Y376ミ） 
 

 

【内容紹介】 
長年中学校で教師をしてきた著者が、人生の

土台作りをする中学生の姿を伝える。また、

中学校生活や、学ぶことの意味、人生をデザ

インすることなどについて丁寧にアドバイス

する。 
 

 
「図書館は逃走中」 

 デイヴィッド・ホワイトハウス／著  

                               （933.7ホ） 
 

【内容紹介】 
どこにも居場所がなかった少年は、移動図

書館車の清掃員の母娘に出会う。本を通じ

た幸せな交流もつかの間、ある事件によっ

て移動図書館車に乗って逃避行の旅に出る

ことに。         

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 
 

「甲虫のはなし」 
 ダイアナ・アストン／文，シルビア・ロング／絵， 
 千葉 茂樹／訳 （Eロ キ）    
 

【内容紹介】 
あらゆる生き物のなかで、いちばん繁栄し

ていて、さまざまなすがた形や生態のもの

がいる甲虫。大きいもの、透き通っている

もの、危ないもの…。多様でおもしろい甲

虫の魅力を、美しいイラストで紹介する。 

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

【新着図書情報】平成２９年５月１1日～平成２９年６月１日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

Ａ198.2ヤ 置かれた場所で咲いた渡辺和子シスターの生涯 保江　邦夫 Ｆアオ ハッチとマーロウ 青山　七恵

Ａ289.1サ 「タブー」にメスを入れた外科医 榊原　宣 Ｆアカ ７番街の殺人 赤川　次郎

007.6タ たくさがわ先生が教えるパソコン超入門 たくさがわ　つねあき Ｆアマ 信長嫌い 天野　純希

141.3ハ あなたのその「忘れもの」コレで防げます 芳賀　繁 Ｆアラ 人質オペラ 荒木　源

141.7ガ 小さな習慣 ｽﾃｨ‐ｳﾞﾝ・ｶﾞｲｽﾞ Ｆイヌ ライプツィヒの犬 乾　緑郎

159.4バ 大人の気づかい 坂東　眞理子 Ｆイブ カンパニー 伊吹　有喜

159イ 考え方 稲盛　和夫 Ｆイワ 家康の遠き道 岩井　三四二

238.0キ
陽明丸と８００人の子供たち

-日露米をつなぐ奇跡の救出作戦- 北室　南苑 Ｆカジ 花しぐれ 梶　よう子

288.3チ 絶家を思う 長宗我部　友親 Ｆカブ 疑薬 鏑木　蓮

289.1ニ 人生を動かす仕事の楽しみ方 新津　春子 Ｆカワ フォークロアの鍵 川瀬　七緒

291.6ヨ 京都の壁 養老　孟司 Ｆケッ 決戦！新選組 葉室　麟

314コ 国会を考える 大石　眞 Ｆゴ ライオン・ブルー 呉　勝浩

323.1サ 高校生のための憲法入門 斎藤　一久 Ｆコン アンカー 今野　敏

331エ お金の悪魔
H.M.エンツェンスベ

ルガー Ｆサイ 猫の傀儡 西條　奈加

334.3ニ 日本の人口動向とこれからの社会 森田　朗 Ｆサカ しみ 坂口　恭平

361.5エ ＮＨＫニッポン戦後サブカルチャー史 宮沢　章夫 Ｆサト ファイト 佐藤　賢一

364カ 教養としての社会保障 香取　照幸 Ｆショ ラブ・ミー・テンダー 小路　幸也

366.2エ
ＡＳＤ＜アスペルガー症候群＞、

ＡＤＨＤ、ＬＤ職場の発達障害 宮尾　益知 Ｆタカ めぐみ園の夏 高杉　良

366.2キ 働けるうちは働きたい人のためのキャリアの教科書 木村　勝 Ｆタマ ショートショート・ＢＡＲ 田丸　雅智

368イ 世界の産声に耳を澄ます 石井　光太 Ｆチハ ガーデン 千早　茜

374.6ス ある日うかっりＰＴＡ 杉江　松恋 Ｆツジ 父 辻　仁成

404ミ 身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤　美奈子 Ｆツジ かがみの孤城 辻村　深月

450マ 歩いてわかった地球のなぜ!? 松本　穂高 Fトオ 冬雷 遠田　潤子

491.37ニ 私が知っている脳の非凡なる現象 西崎　知之 Ｆナガ 凄腕 永瀬　隼介

498.07ヨ みんなの検索が医療を変える イラド・ヨム＝トフ Ｆニャ ニャンニャンにゃんそろじー 有川　浩

509.1ア 安全基準はどのようにできてきたか 橋本　毅彦 Ｆニレ ぷろぼの 楡　周平

538.0ナ 航空機産業と日本 中村　洋明 Ｆヌク 宿命と真実の炎 貫井　徳郎

563.7サ 錆・腐食・防食のすべてがわかる事典 藤井　哲雄 Ｆハセ 暗手 馳　星周

589.7コ 虹色のチョーク 小松　成美 Ｆハナ 武蔵　５ 花村　萬月

596.4イ おべんと探訪記 伊藤　まさこ Ｆハラ ラジオ・ガガガ 原田　ひ香

619.8オ お茶の科学 大森　正司 Ｆヒガ 僕が殺した人と僕を殺した人 東山　彰良

627.8ハ はじめての盆栽づくり 関野　正 Ｆヒサ 笑う執行人 久間　十義

673.9マ レトロ銭湯へようこそ　-西日本編- 松本　康治 Ｆヒロ 青の王 廣嶋　玲子

674.3ウ 「言葉にできる」は武器になる。 梅田　悟司 Ｆフカ ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水　黎一郎

726.5ウ 美しい挿絵で見る！おとぎ話の世界 Ｆフジ 女系の教科書 藤田　宜永

728コ 書のひみつ 古賀　弘幸 Ｆフル 平家物語　犬王の巻 古川　日出男

778.8レ 連続テレビ小説ひよっこ　1964年の食卓 Ｆマタ 劇場 又吉　直樹

779.3ト 東大式タネなし手品ベスト３０ 東京大学奇術愛好会 Ｆマツ 最愛の子ども 松浦　理英子

816ｻ 伝わる文章Ｂｅｆｏｒｅ〉〉〉Ａｆｔｅｒ 坂本　俊夫 Ｆミヤ 永遠の道は曲りくねる 宮内　勝典

902.3ア ミステリ国の人々 有栖川　有栖 Ｆヤマ 落語魅捨理（ミステリ）全集 山口　雅也

910.2ム みみずくは黄昏に飛びたつ 村上　春樹 Ｆユウ ファイアスターター 結城　充考

914.6カ 赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上　弘美 Ｆヨコ ピエロがいる街 横関　大

914.6サ 男尊女子 酒井　順子 Ｆヨシ 海道の修羅 吉川　永青

933.7ス 私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト Ｂ210.5イ 徳川がつくった先進国日本 磯田　道史

933.7メ 五月の雪 クセニヤ・メルニク Ｂ331タ あなたの人生は「選ばなかったこと」で決まる 竹内　健蔵

933.7ユ ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ、ＥＶＥＲＹＴＨＩＮＧ ニコラ・ユン ＢＦイケ アキラとあきら 池井戸　潤

作　品：ワンストロークペイント

作　者：堀川　有希さん（地域おこし協力隊）

ワンストロークペイントとは？？？

アメリカのDonna Dewberryが考案した、平筆1本で2色

の絵の具を使いグラデーションでお花や果実などを描いて

いくペイントアートです。布・金属・プラスチック・木・

革など市販されている色々な素材に書くことができます。

花びらや葉を一筆で一気に描くので、素早く簡単にできる

ペイントで楽しいです♪

7月１日（土）～７月３0日（日）


