
　

　

　 　

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書（

【視聴覚資料】

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

〒709-0816　岡山県赤磐市下市３２５－１
ＴＥＬ　　086-955-0076
ＦＡＸ　　086-955-0083
Ｅ-mail：chuo-tosyo@city.akaiwa.lg.jp

赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】
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（平成24年4月1日～平成25年5月31日）

順位 著者等 分類

1 はづき　虹映 Ｂ148.9ハ

2 植西　聰 Ｂ183.1ウ

2 室谷　真由美 Ｂ596ム

2 中井　俊巳 Ｂ159ナ

5 おばあちゃんの生活の知恵研究会 Ｂ590イ

5 ケンタロウ Ｂ596ケ

5 平成暮らしの研究会 Ｂ596ヒ

5 リチャード・カールソン Ｂ159カ

9 烏賀陽　正弘 Ｂ159.8ウ

9 大原　照子 Ｂ590.4オ

9 市村　操一 Ｂ595イ

9 室田　恭子 Ｂ595.5タ

9 亜門　虹彦 Ｂ141.9ア

9 高橋　正樹 Ｂ595.6タ

15 松本　幸夫 Ｂ141.6マ

15 おばあちゃんの知恵袋の会 Ｂ５９０オ

15 亜門　虹彦 Ｂ140.4ア

15 三津田　富左子 Ｂ367.7ミ

15 小林　ひろ美 Ｂ595.5コ

15 こてら　みや Ｂ５９６コ

15 村上　祥子 Ｂ596ム

15 斎藤　茂太 Ｂ159サ

23 博学こだわり倶楽部 Ｂ049ダ

23 西原　理恵子 Ｂ159.7サ

23 ケイズプロダクション Ｂ694.6ス

心理学の先生が教える「読む」だけダイエット

宝田恭子の明日もきれい１０年後もきれい

ドキッ！とするほど当たる「血液型」の本

おばあちゃんが教えてくれた暮らしの知恵

心がスッキリする不思議な「心理テスト」

スマートフォンを200％活用する本

人生に必要な１００の言葉-たくましく生きる、心地よく生きる-

頭にきたら１分間だけ読む本

３６５日、おいしい手作り！「魔法のびん詰め」

５０歳からの楽しい楽しい「ひとり時間」

小林ひろ美の１０秒美肌マジック

タ　　イ　　ト　　ル

「生まれた日」占い-誕生日の数字に運命を知る“カギ”がある！-

「いいこと」がいっぱい起こる！ブッダの言葉-どんな怒りも迷いもカラッと晴れた！-

塩麹ではじめるキレイ生活

読むだけで「人生がうまくいく」４８の物語

一生使えるおばあちゃんの知恵

ひとりぶん料理の裏ワザ・隠しワザ

面倒くさがりやのためのＳ-レッチング１分間ダイエット

ケンタロウのフライパンひとつでうれしい一週間！

食材すっきり使いきり裏ワザ１３１

誰に話してもすべらない雑学

この世でいちばん大事な「カネ」の話

読むだけで運がよくなる７７の方法

必ず役立つ！「○○の法則」事典

５０歳からのシンプルライフ術-モノは必要なだけ。身軽に、気持よく暮らすコツ-

【新着図書情報】平成２５年5月17日～平成２５年6月１3日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A723.1デ 肖像画家犬飼恭平 ディヴィー　美代子 Ｆアオ 快楽 青山　七恵

AFアリ マドンナたちの季節 有木　きょう子 Ｆイケ ちっぽけな恋　-珈琲屋の人々- 池永　陽

019.1ケ 賢人の読書術 成毛　眞 Ｆイシ 余命１年のスタリオン 石田　衣良

024.9タ 立花隆の書棚 立花　隆 Ｆイノ あなたにだけわかること 井上　荒野

141.5タ スパッと決める技術 谷原　誠 Ｆオガ いつも彼らはどこかに 　小川　洋子

159カ ココロの美容液 香山　リカ Ｆオギ 家族写真 荻原　浩

159ロ 「限りなく少なく」豊かに生きる ドミニック・ローホー Ｆキタ 岳飛伝　５　　紅星の章 北方　謙三

169.1ミ 未解決事件オウム真理教秘録 ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆキノ ゴブンノイチ 木下　半太

175.9イ 出雲大社-日本の神祭りの源流- 千家　和比古 Ｆクマ 調律師 熊谷　達也

188.8マ 禅が教えてくれる美しい時間をつくる「所作」の智慧 枡野　俊明 Ｆコウ 天佑なり　上下 幸田　真音

209.3コ 古代遺跡の七不思議 * Ｆコテ 美しい心臓 小手鞠　るい

280.4ナ 私が出会った「世界権力者＆超ＶＩＰ」５０人真实の素顔 中丸　薫 Ｆコン クローズアップ 今野　敏

292.3イ 40代大人女子のための開運タイごほうび旅行 泉美　咲月 Ｆシゲ きみの町で 重松　清

302.2イ 天国の国境を超える 李　学俊 Ｆシン 東京バビロン 新堂　冬樹

312.1オ 安倍晋三と岸信介 大下　英治 Fタグ ゾーンにて 田口　ランディ

314.8ニ ネット選挙－解禁がもたらす日本社会の変容- 西田　亮介 Ｆタナ シャーロック・ホームズたちの冒険 田中　啓文

336.5ワ 「伝わる」「通る」ビジネス資料作成術 渡辺　克之 Ｆニシ 暦物語 西尾　維新

365オ 親の家を片づける 主婦の友社 Ｆニシ 古都千年の殺人 西村　京太郎

376.1ミ 水あそびプールあそび大図鑑 あそび編集委員会 Ｆハセ ソウルメイト 馳　星周

379.9サ 「ほめ方」「叱り方」「しつけ方」に悩んだら読む本 佐々木　正美 Ｆハタ ときぐすり 畠中　恵

410.2ル 数学は歴史をどう変えてきたか アン・ルーニー Ｆフジ 風屋敷の告白 藤田　宜永

493.2ヨ 42才からのコレステロール・中性脂肪対策 石川　俊次 Ｆムラ 多助の女 村木　嵐

498.35ニ 休む技術 西多　昌規 Ｆモリ 大事なことほど小声でささやく 森沢　明夫

498.58ケ ヘルシードリンク全書 検見崎　聡美 Ｆモリ 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦

590オ 楽しい山里暮らし实践術 大内　　正伸 Ｆモロ 来春まで 諸田　玲子

591テ 手取りが減った人のお金のルール 氏家　祥美 Ｆヤン 流転の魔女 楊　逸

593.3オ おばあちゃまの爽やかな夏服 * Ｆユキ バージンパンケーキ国分寺 雪舟　えま

593.3ク クライ・ムキ大人のおしゃれ服 クライ・ムキ Ｆヨコ 偽りのシスター 横関　大

599サ ３歳までの子育てに大切なたった５つのこと 佐々木　正美 Ｆヨシ 愛に乱暴 吉田　修一

627.1ク 写真で見つける病害虫対策ブック 草間　祐輔 Ｂ159ウ 身の下相談にお答えします 上野　千鶴子

629.7ハ 花も实もあるよくばり！緑のカーテン サカタのタネ「緑のカーテン」普及チーム Ｂ289.1ト ある老学徒の手記 鳥居　龍蔵

645.7イ ねこ歩き 岩合　光昭 Ｂ291.6ナ 滋賀県謎解き散歩 中井　均

666.9サ メダカ飼育ノート 佐々木　浩之 Ｂ557.8カ 海上保安庁 社会情報リサーチ班

728.2カ 翔子の書 金澤　翔子 Ｂ784.3ミ 三浦家のＤＮＡ 三浦　雄一郎

781.4ユ かんたんタオル体操 湯浅　景元 Ｂ908.3シ 栞子さんの本棚-ビブリア古書堂セレクトブック 夏目　漱石

783.8タ ゴルフがビジネスの成功につながる理由＇ワケ（ 田井　真貴子 Ｂ914.6エ 人生には何ひとつ無駄なものはない 遠藤　周作

810.4エ ＮＨＫ間違いやすい日本語ハンドブック ＮＨＫアナウンス室 Ｂ933.7ア 時のみぞ知る　上下 ジェフリー・アーチャー

810.4ヤ その一言が余計です。 山田　敏弘 Ｂ933.7メ 九十歳の誕生パーティ レスリー・メイヤー

910.2コ 川端康成伝－双面の人- 小谷野　敦 ＢＦアサ 川霧の巷 浅黄　斑

914.6エ ぢぢ放談　激闘編 永　六輔 ＢＦウエ 女城暗闘 上田　秀人

914.6タ 歳月がくれるもの 田辺　聖子 ＢＦサエ 転び者＇もん（ 佐伯　泰英

914.6ハ 美女と呼ばないで 林　真理子 ＢＦツジ 冬かげろう 辻堂　魁

916セ ボケたっていいじゃない 関口　祐加 ＢＦトバ 虎乱 鳥羽　亮

933.7デ シスターズ・ブラザーズ パトリック・デウィット ＢＦナカ 模倣の殺意 中町　信

943.7ギ 青玉＇サファイア（は光り輝く ケルスティン・ギア ＢＦムラ 黄金旋律 村山　早紀

953.7チ さまよう魂がめぐりあうとき フランソワ・チェン ＢＦワダ 青子の宝石事件簿 和田　はつ子

　

バレーボール女子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本拠地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☆

今回ご紹介するのは、背番号９番の竹田麻衣選手!!

おすすめの本：「明日もまた生きていこう」

　　　　　　　　横山　友美佳／著

おすすめの一言：この本をよんだきっかけは、同じバレーボールをしている人の話

　　　　　　　　だからでした。高校時代までバレーボール一筋の生活をおくって

　　　　　　　　いた横山さん。ある日突然ガン宣告を受けることに・・・。

　　　　　 　　　しかしまた、次の夢へとあきらめずに頑張る姿に感動しました。

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】

　得意なプレーは“サーブとつなぎ”、今はまっているのは

　K-popという竹田選手の「おすすめの一冊」です☆

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介（7月）

作品名：『七宝焼き』

作　者：　宮岡　篤子さん

　　　　　（赤磐市可真下在住）

  今回、宮岡さんに展示していただく作品は七宝焼きです。

銅板にガラス質の釉薬をのせて焼きつけて製作していく七宝焼き。

宮岡さんは、ブローチやペンダント、またショットグラスなど毎日の生活の中で

身近に使っていただけるものを中心に製作されているそうです☆

身体に障がいをお持ちの宮岡さん。「七宝焼きは障がいがあっても出来るから始め

ました!!」と言われた時の笑顔が素敵でした☆

宮岡さんの温かさに触れられる作品の数々を、ぜひご覧ください。

図書館知っ得メモ　NO.29

「押し花」展示中

中央図書館『地域コーナー』のご紹介

　赤磐市立中央図書館には「産業」「歴史」「行政」「地域」「美術」などさまざまなコーナー

があります。
　今月の「知っ得メモ」では、このコーナーの中の一つ「地域コーナー」についてご紹介します。

「地域コーナー」の主人公は「赤磐市」です。。

　赤磐市を主題に「人物」「本」「視聴覚資料」などから新聞の広告まで、あらゆるジャンルの

資料を収集して並べています。

“このコーナーに来れば、赤磐市の様々なことをすべて把握することができる”コーナーを目

標に、色々な資料を集めていきたいと考えています。

　このコーナーの資料は、個人の方が出版された資料はもとより、地域の皆さんが力をあわせて

作成された「地域だより」なども大歓迎です!!

　地域の資料について情報をお持ちの方は、ぜひ図書館カウンターまでご一報ください。

　また、地域コーナーには赤磐市にゆかりのある方の作品を展示していただく

展示ケースも準備しています。子どもさんからご高齢の方まで、年齢も性別も

問いません。赤磐市にゆかりがある方なら、どなたでもOKですので、

　ぜひご利用ください。（ご利用の時はカウンターまで、お申し出ください）

皆さんのご利用をお待ちしています。



ご

  

「島はぼくらと」
辻村深月／著 （Ｆツジ）

【内容紹介】
瀬戸内海の小さな島、冴島。朱里、衣花、

源樹、新の４人は島に高校がないため、

フェリーで本土に通う。未婚の母の涙、

Ｉターン青年の後悔、そして自らの淡い

恋心・・・。17歳、ともに過ごす最後の

季節を描く。

「天気ハカセになろう」
木村 龍治／著 （Y451キ）

【内容紹介】
雷雲、竜巻、集中豪雨、台風、高低気圧…。

身近な天気の仕組みを、専門的な言葉を使

わずに紹介。天気の素材である空気の物質

としての性質や、天気の舞台になる対流圏

の構造なども取り上げる。

「Ｍ ＢＥＳＴ 」
加藤ミリヤ（CD）

【内容紹介】
女子高生のカリスマから同世代の代弁者

へ~ファンとともに歩んできた7年間のド

ラマを詰め込んだ、究極のベストアルバ

ムがついに登場。デビュー曲“夜空”か

ら清水翔太とのコラボ第三弾まで全ヒッ

ト曲を完全網羅。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書（

【視聴覚資料】

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

〒709-0816　岡山県赤磐市下市３２５－１
ＴＥＬ　　086-955-0076
ＦＡＸ　　086-955-0083
Ｅ-mail：chuo-tosyo@city.akaiwa.lg.jp

赤磐市立中央図書館【きらりプラザ】

「水泳のコツ大研究

キミにもできる！」
後藤 真二／ 監修（785ス）

【内容紹介】
自分のペースで練習して、水と仲良くなろう！

水になれる方法から、クロール、平泳ぎまでを

写真を使ってわかりやすく解説。水の楽しみ方

やス、ストレッチも紹介する。
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（平成24年4月1日～平成25年5月31日）

順位 著者等 分類

1 はづき　虹映 Ｂ148.9ハ

2 植西　聰 Ｂ183.1ウ

2 室谷　真由美 Ｂ596ム

2 中井　俊巳 Ｂ159ナ

5 おばあちゃんの生活の知恵研究会 Ｂ590イ

5 ケンタロウ Ｂ596ケ

5 平成暮らしの研究会 Ｂ596ヒ

5 リチャード・カールソン Ｂ159カ

9 烏賀陽　正弘 Ｂ159.8ウ

9 大原　照子 Ｂ590.4オ

9 市村　操一 Ｂ595イ

9 室田　恭子 Ｂ595.5タ

9 亜門　虹彦 Ｂ141.9ア

9 高橋　正樹 Ｂ595.6タ

15 松本　幸夫 Ｂ141.6マ

15 おばあちゃんの知恵袋の会 Ｂ５９０オ

15 亜門　虹彦 Ｂ140.4ア

15 三津田　富左子 Ｂ367.7ミ

15 小林　ひろ美 Ｂ595.5コ

15 こてら　みや Ｂ５９６コ

15 村上　祥子 Ｂ596ム

15 斎藤　茂太 Ｂ159サ

23 博学こだわり倶楽部 Ｂ049ダ

23 西原　理恵子 Ｂ159.7サ

23 ケイズプロダクション Ｂ694.6ス

心理学の先生が教える「読む」だけダイエット

宝田恭子の明日もきれい１０年後もきれい

ドキッ！とするほど当たる「血液型」の本

おばあちゃんが教えてくれた暮らしの知恵

心がスッキリする不思議な「心理テスト」

スマートフォンを200％活用する本

人生に必要な１００の言葉-たくましく生きる、心地よく生きる-

頭にきたら１分間だけ読む本

３６５日、おいしい手作り！「魔法のびん詰め」

５０歳からの楽しい楽しい「ひとり時間」

小林ひろ美の１０秒美肌マジック

タ　　イ　　ト　　ル

「生まれた日」占い-誕生日の数字に運命を知る“カギ”がある！-

「いいこと」がいっぱい起こる！ブッダの言葉-どんな怒りも迷いもカラッと晴れた！-

塩麹ではじめるキレイ生活

読むだけで「人生がうまくいく」４８の物語

一生使えるおばあちゃんの知恵

ひとりぶん料理の裏ワザ・隠しワザ

面倒くさがりやのためのＳ-レッチング１分間ダイエット

ケンタロウのフライパンひとつでうれしい一週間！

食材すっきり使いきり裏ワザ１３１

誰に話してもすべらない雑学

この世でいちばん大事な「カネ」の話

読むだけで運がよくなる７７の方法

必ず役立つ！「○○の法則」事典

５０歳からのシンプルライフ術-モノは必要なだけ。身軽に、気持よく暮らすコツ-

【新着図書情報】平成２５年5月17日～平成２５年6月１3日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

A723.1デ 肖像画家犬飼恭平 ディヴィー　美代子 Ｆアオ 快楽 青山　七恵

AFアリ マドンナたちの季節 有木　きょう子 Ｆイケ ちっぽけな恋　-珈琲屋の人々- 池永　陽

019.1ケ 賢人の読書術 成毛　眞 Ｆイシ 余命１年のスタリオン 石田　衣良

024.9タ 立花隆の書棚 立花　隆 Ｆイノ あなたにだけわかること 井上　荒野

141.5タ スパッと決める技術 谷原　誠 Ｆオガ いつも彼らはどこかに 　小川　洋子

159カ ココロの美容液 香山　リカ Ｆオギ 家族写真 荻原　浩

159ロ 「限りなく少なく」豊かに生きる ドミニック・ローホー Ｆキタ 岳飛伝　５　　紅星の章 北方　謙三

169.1ミ 未解決事件オウム真理教秘録 ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆキノ ゴブンノイチ 木下　半太

175.9イ 出雲大社-日本の神祭りの源流- 千家　和比古 Ｆクマ 調律師 熊谷　達也

188.8マ 禅が教えてくれる美しい時間をつくる「所作」の智慧 枡野　俊明 Ｆコウ 天佑なり　上下 幸田　真音

209.3コ 古代遺跡の七不思議 * Ｆコテ 美しい心臓 小手鞠　るい

280.4ナ 私が出会った「世界権力者＆超ＶＩＰ」５０人真实の素顔 中丸　薫 Ｆコン クローズアップ 今野　敏

292.3イ 40代大人女子のための開運タイごほうび旅行 泉美　咲月 Ｆシゲ きみの町で 重松　清

302.2イ 天国の国境を超える 李　学俊 Ｆシン 東京バビロン 新堂　冬樹

312.1オ 安倍晋三と岸信介 大下　英治 Fタグ ゾーンにて 田口　ランディ

314.8ニ ネット選挙－解禁がもたらす日本社会の変容- 西田　亮介 Ｆタナ シャーロック・ホームズたちの冒険 田中　啓文

336.5ワ 「伝わる」「通る」ビジネス資料作成術 渡辺　克之 Ｆニシ 暦物語 西尾　維新

365オ 親の家を片づける 主婦の友社 Ｆニシ 古都千年の殺人 西村　京太郎

376.1ミ 水あそびプールあそび大図鑑 あそび編集委員会 Ｆハセ ソウルメイト 馳　星周

379.9サ 「ほめ方」「叱り方」「しつけ方」に悩んだら読む本 佐々木　正美 Ｆハタ ときぐすり 畠中　恵

410.2ル 数学は歴史をどう変えてきたか アン・ルーニー Ｆフジ 風屋敷の告白 藤田　宜永

493.2ヨ 42才からのコレステロール・中性脂肪対策 石川　俊次 Ｆムラ 多助の女 村木　嵐

498.35ニ 休む技術 西多　昌規 Ｆモリ 大事なことほど小声でささやく 森沢　明夫

498.58ケ ヘルシードリンク全書 検見崎　聡美 Ｆモリ 聖なる怠け者の冒険 森見　登美彦

590オ 楽しい山里暮らし实践術 大内　　正伸 Ｆモロ 来春まで 諸田　玲子

591テ 手取りが減った人のお金のルール 氏家　祥美 Ｆヤン 流転の魔女 楊　逸

593.3オ おばあちゃまの爽やかな夏服 * Ｆユキ バージンパンケーキ国分寺 雪舟　えま

593.3ク クライ・ムキ大人のおしゃれ服 クライ・ムキ Ｆヨコ 偽りのシスター 横関　大

599サ ３歳までの子育てに大切なたった５つのこと 佐々木　正美 Ｆヨシ 愛に乱暴 吉田　修一

627.1ク 写真で見つける病害虫対策ブック 草間　祐輔 Ｂ159ウ 身の下相談にお答えします 上野　千鶴子

629.7ハ 花も实もあるよくばり！緑のカーテン サカタのタネ「緑のカーテン」普及チーム Ｂ289.1ト ある老学徒の手記 鳥居　龍蔵

645.7イ ねこ歩き 岩合　光昭 Ｂ291.6ナ 滋賀県謎解き散歩 中井　均

666.9サ メダカ飼育ノート 佐々木　浩之 Ｂ557.8カ 海上保安庁 社会情報リサーチ班

728.2カ 翔子の書 金澤　翔子 Ｂ784.3ミ 三浦家のＤＮＡ 三浦　雄一郎

781.4ユ かんたんタオル体操 湯浅　景元 Ｂ908.3シ 栞子さんの本棚-ビブリア古書堂セレクトブック 夏目　漱石

783.8タ ゴルフがビジネスの成功につながる理由＇ワケ（ 田井　真貴子 Ｂ914.6エ 人生には何ひとつ無駄なものはない 遠藤　周作

810.4エ ＮＨＫ間違いやすい日本語ハンドブック ＮＨＫアナウンス室 Ｂ933.7ア 時のみぞ知る　上下 ジェフリー・アーチャー

810.4ヤ その一言が余計です。 山田　敏弘 Ｂ933.7メ 九十歳の誕生パーティ レスリー・メイヤー

910.2コ 川端康成伝－双面の人- 小谷野　敦 ＢＦアサ 川霧の巷 浅黄　斑

914.6エ ぢぢ放談　激闘編 永　六輔 ＢＦウエ 女城暗闘 上田　秀人

914.6タ 歳月がくれるもの 田辺　聖子 ＢＦサエ 転び者＇もん（ 佐伯　泰英

914.6ハ 美女と呼ばないで 林　真理子 ＢＦツジ 冬かげろう 辻堂　魁

916セ ボケたっていいじゃない 関口　祐加 ＢＦトバ 虎乱 鳥羽　亮

933.7デ シスターズ・ブラザーズ パトリック・デウィット ＢＦナカ 模倣の殺意 中町　信

943.7ギ 青玉＇サファイア（は光り輝く ケルスティン・ギア ＢＦムラ 黄金旋律 村山　早紀

953.7チ さまよう魂がめぐりあうとき フランソワ・チェン ＢＦワダ 青子の宝石事件簿 和田　はつ子

　

バレーボール女子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本拠地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☆

今回ご紹介するのは、背番号９番の竹田麻衣選手!!

おすすめの本：「明日もまた生きていこう」

　　　　　　　　横山　友美佳／著

おすすめの一言：この本をよんだきっかけは、同じバレーボールをしている人の話

　　　　　　　　だからでした。高校時代までバレーボール一筋の生活をおくって

　　　　　　　　いた横山さん。ある日突然ガン宣告を受けることに・・・。

　　　　　 　　　しかしまた、次の夢へとあきらめずに頑張る姿に感動しました。

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】

　得意なプレーは“サーブとつなぎ”、今はまっているのは

　K-popという竹田選手の「おすすめの一冊」です☆

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介（7月）

作品名：『七宝焼き』

作　者：　宮岡　篤子さん

　　　　　（赤磐市可真下在住）

  今回、宮岡さんに展示していただく作品は七宝焼きです。

銅板にガラス質の釉薬をのせて焼きつけて製作していく七宝焼き。

宮岡さんは、ブローチやペンダント、またショットグラスなど毎日の生活の中で

身近に使っていただけるものを中心に製作されているそうです☆

身体に障がいをお持ちの宮岡さん。「七宝焼きは障がいがあっても出来るから始め

ました!!」と言われた時の笑顔が素敵でした☆

宮岡さんの温かさに触れられる作品の数々を、ぜひご覧ください。

図書館知っ得メモ　NO.29

「押し花」展示中

中央図書館『地域コーナー』のご紹介

　赤磐市立中央図書館には「産業」「歴史」「行政」「地域」「美術」などさまざまなコーナー

があります。
　今月の「知っ得メモ」では、このコーナーの中の一つ「地域コーナー」についてご紹介します。

「地域コーナー」の主人公は「赤磐市」です。。

　赤磐市を主題に「人物」「本」「視聴覚資料」などから新聞の広告まで、あらゆるジャンルの

資料を収集して並べています。

“このコーナーに来れば、赤磐市の様々なことをすべて把握することができる”コーナーを目

標に、色々な資料を集めていきたいと考えています。

　このコーナーの資料は、個人の方が出版された資料はもとより、地域の皆さんが力をあわせて

作成された「地域だより」なども大歓迎です!!

　地域の資料について情報をお持ちの方は、ぜひ図書館カウンターまでご一報ください。

　また、地域コーナーには赤磐市にゆかりのある方の作品を展示していただく

展示ケースも準備しています。子どもさんからご高齢の方まで、年齢も性別も

問いません。赤磐市にゆかりがある方なら、どなたでもOKですので、

　ぜひご利用ください。（ご利用の時はカウンターまで、お申し出ください）

皆さんのご利用をお待ちしています。


