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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

【４月】

27 2823

日 月 火 金

4

22

13

水 木

8

土

19

14

1

752 3 6

11 12

18

24 25 26

30

15

20 2116 17

9

29

10

【５月】

金 土日 月 火 水 木

19 20

7 8

1 2 3 4 5 6

11 129 10 13

14 15 16 17 18

2721 22 23 24 25 26

28 29 30 31

子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、

「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。

もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）

でしたが、子どもの読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である

２０００年より現在の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日に

期間を延長しました。

開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな

行事が行われてきました。

幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判断

する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。

子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考える

とき、それが「こどもの読書週間」です。

★期間中、よい絵本の展示も行います★
ぜひ、お子さんと一緒に

本を読んでください♪

「小さな本の大きなせかい」 ４／２３ ～ ５／１２

今回ご紹介するのは、背番号２８番の川島亜依美選手!!

「フルーツがおいしい！！」という川島亜依美選手の

「おすすめの一冊」です☆

【川島亜依美選手【背番号２８*岐阜県出身*（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）センター】

おすすめの本：「図書館戦争シリーズ」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

おすすめの一言：実写化やアニメにもなったのですが、とにかく物語が

　 　　　　　　面白いです。キャラクターがとても個性的でかっこよくて、

　 　　　　　　話が進むにつれてストーリーの先が気になってしまいます。

　　　　　　　「本を守る」というテーマが　今までになくて良かった！！　　

リサイクルブックフェア 赤坂・熊山・吉井でも

同期間開催！

期間中はご家庭で不用に

なった本の持込もできます

　図書館で不用になった本や雑誌、ご寄贈いただいた本など、たくさんの資料が

会場に並びます。ご希望の方はお一人10点までお持ち帰りいただけます。

（同じタイトルの雑誌は3点まで）もちろん無料です。

　　※最終日は無制限でお持ち帰りいただけます。

『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☆

スタートします☆
　　　ブックスタート

赤磐市立図書館では、平成２９年４月から“ブックスタート”をはじめます。

赤ちゃんの身体の成長にミルクが必要なように、赤ちゃんのことばと心を育むためには
たっぷりの愛情と抱っこの温かさの中で優しく語りかけてもらう時間が大切といわれています。

ブックスタートは、赤ちゃんと保護者の方に、絵本を開く楽しい経験と一緒に直接絵本を手渡し
絵本をとおして心ふれあうひとときを持っていただくきっかけをつくる活動です。

赤磐市立図書館では、生後４か月の赤ちゃんを対象に、誕生してはじめての健診となる４か月健
診の場で、図書館職員があたたかいメッセージを伝えながら絵本２冊を手渡します。
まだ字を読むことや、ことばの意味をすべて理解することはできない赤ちゃんですが、絵をじっ
と見つめたり、読んでくれる人の顔を見つめてその声に耳をすませたりと、ひとり一人の赤ちゃ
んには、それぞれの絵本の楽しみ方があります。

「絵本を読む（read　book）」のではなく、大好きな人と一緒に、
絵本をとおしてその楽しいひとときを「分かち合う（share  book）」。

すべての赤ちゃんの健やかな成長を願い、そんなひとときを

ブックスタートをとおしてお届けしたいと考えています。

絵本をプレゼントすることで、ご家庭でいつでも赤ちゃんをおひざに
抱っこして絵本を開き、優しいことばで語りかけて、心を通わせる
時間を持っていただけることと思います。
絵本で赤ちゃんとすてきな時間をお過ごしください。

【新着図書情報】平成２９年２月９日～平成２９年３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

A288.3ホ 吉備氏　－桃太郎伝承をもつ地方大族－ 宝賀　寿男 Ｆアイ 不発弾 相場　英雄

A388.1オ 岡山の民話 稲田　浩二 Ｆアカ 招待状 赤川　次郎

049ビ テレビじゃ言えない ビートたけし Ｆアマ 燕雀の夢 天野　純希

146.8オ 「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋　信頼 Fイガ１ SCS　上　－ストーカー犯罪対策室－ 五十嵐　貴久

152.1サ 恋愛サバイバル　真面目女子篇 柴門　ふみ Ｆイシ 救急病院 石原　慎太郎

159.7フ
１０年後、君に仕事はあるのか？　－未来を生きるための

「雇われる力」－ 藤原　和博 Fイジ 東京クルージング 伊集院　静

289.1コ 小林カツ代伝　－私が死んでもレシピは残る－ 中原　一歩 Ｆイヌ 物件探偵 乾　くるみ

291.0ヘ 平成の湯治宿　九州・中国・四国編 南　英作 Fウエ 雪つもりし朝　－二・二六の人々－ 植松　三十里

312.1ヤ 総理 山口　敬之 Fエク なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國　香織

361.4タ 「いい質問」が人を動かす 谷原　誠 Ｆオオ 姥捨て山繁盛記 太田　俊明

366.3ノ
女性に伝えたい未来が変わる働き方　－新しい生き方のヒ

ントが見つかる、二極化時代の新提言－ 野村　浩子 Ｆオカ 再起動 岡本　学

366.4ヤ
同一労働同一賃金の衝撃　－「働き方革命」のカギを握る

新ルール－ 山田　久 Fオガ 誘拐捜査 緒川　怜

367.3シ 日本の子連れ再婚家庭　－再婚して幸せですか？－ 新川　てるえ Ｆオン 失われた地図 恩田　陸

369.2ハ 高齢者介護に役立つハーブとアロマ 林　真一郎 Ｆオン 終りなき夜に生れつく 恩田　陸

369.3ナ
難民を知るための基礎知識　－政治と人権の葛藤を超え

て－ 滝澤　三郎 Ｆカク 隠す　－アンソロジー－ 大崎　梢

440.4ウ
宇宙には、だれかいますか？　－科学者１８人にお尋ねし

ます。－ 佐藤　勝彦 Ｆキシ ビニール傘 岸　政彦

479.9ホ タンポポハンドブック 保谷　彰彦 Ｆキノ 敵の名は、宮本武蔵 木下　昌輝

491.37ヒ 左利きあるある右利きないない 左　来人 Fクサ テロリストの処方 久坂部　羊

493.75イ ルポ希望の人びと　－ここまできた認知症の当事者発信－ 生井　久美子 Fクツ 海に向かう足あと 朽木　祥

493.93ズ
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　－安全な食べ方が分かる本－ 海老澤　元宏 Ｆコン 回帰（警視庁強行班係・樋口顕） 今野　敏

494.5ナ 知れば怖くない本当のがんの話 中川　恵一 Ｆシバ かわうそ堀怪談見習い 柴崎　友香

527.5フ
なぜ、「子供部屋」をつくるのか　－集中力・思考力は個室

でこそ磨かれる－ 藤原　智美 Fシン 紙のピアノ 新堂　冬樹

549タ
電子工学の職人技　－楽しく工作しながら電気の基礎を

しっかり習得－ 高瀬　和則 Fスオ 蘇我の娘の古事記 周防　柳

550イ トコトンやさしい船舶工学の本 池田　良穂 Fタカ スイミングスクール 高橋　弘希

566.7ズ
図解めっき技術の基礎　－はじめてめっき技術を学ぶ人の

ために－ 星野　重夫 Ｆタカ 主君　－井伊の赤鬼・直政伝－ 高殿　円

581.7ア 刃物の科学 朝倉　健太郎 Ｆタカ 鬼門の将軍 高田　崇史

591オ
定年男子定年女子　－４５歳から始める「金持ち老後」入

門！－ 大江　英樹 Fトナ 木足の猿 戸南　浩平

596ス 身につく作り置き　－料理の腕はぐんぐん上がる－ スガ Ｆトバ 柳生三代の鬼謀 鳥羽　亮

599パ
「パパは大変」が「面白い！」に変わる本　－「仕事も家庭

も」世代の新・人生戦略－ 安藤　哲也 Ｆナカ ゼロ・アワー 中山　可穂

619.8ウ
茶楽　－世界のおいしいお茶、完璧な一杯のためのレシピ

－

ジョ セフ・ウェズリー・

ウール Fナツ 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介

626.1ク
野菜の病虫害ハンドブック　－症状と原因が写真でわかる

－ 草間　祐輔 Fナト 江の島ねこもり食堂 名取　佐和子

626.9コ
ドクター古藤の家庭菜園診療所　－病気・害虫退治から作

物・土の元気回復まで…よろず相談受け付けます－ 古藤　俊二 Ｆニキ 立川忍びより 仁木　英之

670.9ヤ 伝わるメールが「正しく」「速く」書ける９２の法則 山口　拓朗 Fハタ 家と庭 畑野　智美

675.1ウ 最上級のプチプラギフト１００ 裏地　桂子 Fハル そういう生き物 春見　朔子

726.5タ おしゃれなおばあさんになる本 田村　セツコ Fフク 最終兵器は女王様　－S＆S探偵事務所－ 福田　和代

754.9フ
おり紙マジックワンダーランド　図書館版　－紙１枚であな

たもマジシャン－ 藤原　邦恭 Ｆフル 縫わんばならん 古川　真人

837.8ガ
外国語ができなくてもおもてなしできる！　－英語　中国語

韓国語－ 大橋　美紀 Fマヤ バラ色の未来 真山　仁

914.6サ オトナのたしなみ 柴門　ふみ Ｆムラ１ 騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上　春樹

914.6サ ヨーコさんの“言葉”　－わけがわからん－ 佐野　洋子 Ｆムラ２ 騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 村上　春樹

914.6フ 知れば知るほど 藤原　正彦 Ｆムレ ついに、来た？ 群　ようこ

914.6ヨ 毎日っていいな 吉本　ばなな Fモリ 戦友たちの祭典（フェスティバル） 森村　誠一

914.6ヨ
大人の結婚　－あなたの人生がもっと輝く究極のチャレンジ

－ 吉元　由美 Ｆヤク ガーディアン 薬丸　岳

914.6ヨ さっぱりと欲ばらず 吉沢　久子 Fユズ 合理的にあり得ない　－上水流涼子の解明－ 柚月　裕子

916エ
カサンドラ症候群でした　－アスペルガーな夫との生活と、

これから－
えどがわ　理恵 B914.6オ 犬とペンギンと私 小川　糸

933.7フ ビリー・リンの永遠の一日 ベン･ファウンテン BF914.6ム 老いと収納 群　ようこ

933.7フ 私たちが姉妹だったころ
カレン・ジョ イ・ファウ

ラー BFサエ 大晦り 佐伯　泰英

ブックスタート公式ロゴマーク

http://192.168.250.67/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/groupmail/file_image_view?mid=172663&fid=5&pids=&hash=49d64bad197f41560dbaec2fbbfc03d41e1e32a6
http://192.168.250.67/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/groupmail/file_image_view?mid=172663&fid=5&pids=&hash=49d64bad197f41560dbaec2fbbfc03d41e1e32a6
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「和楽器でジブリ」 （ＣＤ）

AUN Jクラシック・オーケストラ/演奏

【内容紹介】
世界を舞台に活動する和楽器ユニット、

「AUN Jクラシック・オーケストラ」がジ

ブリの名曲を演奏する。

「宇宙には、だれかいますか? 」

佐藤 勝彦／監修，縣 秀彦／編集

（Ｙ440.4ウ）

【内容紹介】
地球外の宇宙に生命はいるのだろうか? 生物

学、化学、物理学、生命科学、天文学…。各

分野のトップランナー18人が最新成果をもと

に究極の謎に答を出す。

「身につく作り置き 」
スガ/著（596ズ）

【内容紹介】
蒸し鶏、肉じゃが、和風きのこマリネ、切

り干し大根の煮もの…。作り置きおかずの

レシピとともに、おいしく仕上がる調理の

ポイント、たどりついた解決策なども紹介

します。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「風切る翼」

木村 裕一／作（Ｅ ク アカ）

【内容紹介】
2001年9月11日のNYテロ事件から1年。

作家、画家、アートディレクター、編集者

が、一堂に会して、観客が見まもる中、「9

月11日」への思いをぶつけあいながら、3

日間で創り上げたライブ絵本。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介
４月１日（土）～４月３０日（日）

展示作品：CLAYで作る　ＨＡＰＰＹ　ＷＥＤＤＩＮＧ

　　　　　　　　　　　　　（ＤＥＣＯクレイクラフト）

作　　者：阿部　和美さん（赤磐市在住）

　デコクレイクラフトとは、オリジナルのソフト粘土を

使い、お花やスィーツ、小物などを作る装飾粘土工芸です。

フワフワとマシュマロのような粘土は扱いやすく、乾くと

とっても軽くなります。

　今回は“ウェディング”がテーマです。

図書館で春のＨＡＰＰＹ　ＷＥＤＤＩＮＧをお楽しみください♪

【新着図書情報】平成２９年２月９日～平成２９年３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

A288.3ホ 吉備氏　－桃太郎伝承をもつ地方大族－ 宝賀　寿男 Ｆアイ 不発弾 相場　英雄

A388.1オ 岡山の民話 稲田　浩二 Ｆアカ 招待状 赤川　次郎

049ビ テレビじゃ言えない ビートたけし Ｆアマ 燕雀の夢 天野　純希

146.8オ 「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋　信頼 Fイガ１ SCS　上　－ストーカー犯罪対策室－ 五十嵐　貴久

152.1サ 恋愛サバイバル　真面目女子篇 柴門　ふみ Ｆイシ 救急病院 石原　慎太郎

159.7フ
１０年後、君に仕事はあるのか？　－未来を生きるための

「雇われる力」－ 藤原　和博 Fイジ 東京クルージング 伊集院　静

289.1コ 小林カツ代伝　－私が死んでもレシピは残る－ 中原　一歩 Ｆイヌ 物件探偵 乾　くるみ

291.0ヘ 平成の湯治宿　九州・中国・四国編 南　英作 Fウエ 雪つもりし朝　－二・二六の人々－ 植松　三十里

312.1ヤ 総理 山口　敬之 Fエク なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國　香織

361.4タ 「いい質問」が人を動かす 谷原　誠 Ｆオオ 姥捨て山繁盛記 太田　俊明

366.3ノ
女性に伝えたい未来が変わる働き方　－新しい生き方のヒ

ントが見つかる、二極化時代の新提言－ 野村　浩子 Ｆオカ 再起動 岡本　学

366.4ヤ
同一労働同一賃金の衝撃　－「働き方革命」のカギを握る

新ルール－ 山田　久 Fオガ 誘拐捜査 緒川　怜
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440.4ウ
宇宙には、だれかいますか？　－科学者１８人にお尋ねし

ます。－ 佐藤　勝彦 Ｆキシ ビニール傘 岸　政彦

479.9ホ タンポポハンドブック 保谷　彰彦 Ｆキノ 敵の名は、宮本武蔵 木下　昌輝
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493.75イ ルポ希望の人びと　－ここまできた認知症の当事者発信－ 生井　久美子 Fクツ 海に向かう足あと 朽木　祥

493.93ズ
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　－安全な食べ方が分かる本－ 海老澤　元宏 Ｆコン 回帰（警視庁強行班係・樋口顕） 今野　敏

494.5ナ 知れば怖くない本当のがんの話 中川　恵一 Ｆシバ かわうそ堀怪談見習い 柴崎　友香

527.5フ
なぜ、「子供部屋」をつくるのか　－集中力・思考力は個室

でこそ磨かれる－ 藤原　智美 Fシン 紙のピアノ 新堂　冬樹

549タ
電子工学の職人技　－楽しく工作しながら電気の基礎を

しっかり習得－ 高瀬　和則 Fスオ 蘇我の娘の古事記 周防　柳

550イ トコトンやさしい船舶工学の本 池田　良穂 Fタカ スイミングスクール 高橋　弘希

566.7ズ
図解めっき技術の基礎　－はじめてめっき技術を学ぶ人の

ために－ 星野　重夫 Ｆタカ 主君　－井伊の赤鬼・直政伝－ 高殿　円

581.7ア 刃物の科学 朝倉　健太郎 Ｆタカ 鬼門の将軍 高田　崇史

591オ
定年男子定年女子　－４５歳から始める「金持ち老後」入

門！－ 大江　英樹 Fトナ 木足の猿 戸南　浩平

596ス 身につく作り置き　－料理の腕はぐんぐん上がる－ スガ Ｆトバ 柳生三代の鬼謀 鳥羽　亮

599パ
「パパは大変」が「面白い！」に変わる本　－「仕事も家庭

も」世代の新・人生戦略－ 安藤　哲也 Ｆナカ ゼロ・アワー 中山　可穂

619.8ウ
茶楽　－世界のおいしいお茶、完璧な一杯のためのレシピ

－

ジョ セフ・ウェズリー・

ウール Fナツ 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介

626.1ク
野菜の病虫害ハンドブック　－症状と原因が写真でわかる

－ 草間　祐輔 Fナト 江の島ねこもり食堂 名取　佐和子

626.9コ
ドクター古藤の家庭菜園診療所　－病気・害虫退治から作

物・土の元気回復まで…よろず相談受け付けます－ 古藤　俊二 Ｆニキ 立川忍びより 仁木　英之

670.9ヤ 伝わるメールが「正しく」「速く」書ける９２の法則 山口　拓朗 Fハタ 家と庭 畑野　智美

675.1ウ 最上級のプチプラギフト１００ 裏地　桂子 Fハル そういう生き物 春見　朔子

726.5タ おしゃれなおばあさんになる本 田村　セツコ Fフク 最終兵器は女王様　－S＆S探偵事務所－ 福田　和代

754.9フ
おり紙マジックワンダーランド　図書館版　－紙１枚であな

たもマジシャン－ 藤原　邦恭 Ｆフル 縫わんばならん 古川　真人

837.8ガ
外国語ができなくてもおもてなしできる！　－英語　中国語

韓国語－ 大橋　美紀 Fマヤ バラ色の未来 真山　仁

914.6サ オトナのたしなみ 柴門　ふみ Ｆムラ１ 騎士団長殺し　第１部　顕れるイデア編 村上　春樹

914.6サ ヨーコさんの“言葉”　－わけがわからん－ 佐野　洋子 Ｆムラ２ 騎士団長殺し　第２部　遷ろうメタファー編 村上　春樹

914.6フ 知れば知るほど 藤原　正彦 Ｆムレ ついに、来た？ 群　ようこ

914.6ヨ 毎日っていいな 吉本　ばなな Fモリ 戦友たちの祭典（フェスティバル） 森村　誠一

914.6ヨ
大人の結婚　－あなたの人生がもっと輝く究極のチャレンジ

－ 吉元　由美 Ｆヤク ガーディアン 薬丸　岳

914.6ヨ さっぱりと欲ばらず 吉沢　久子 Fユズ 合理的にあり得ない　－上水流涼子の解明－ 柚月　裕子

916エ
カサンドラ症候群でした　－アスペルガーな夫との生活と、

これから－
えどがわ　理恵 B914.6オ 犬とペンギンと私 小川　糸

933.7フ ビリー・リンの永遠の一日 ベン･ファウンテン BF914.6ム 老いと収納 群　ようこ

933.7フ 私たちが姉妹だったころ
カレン・ジョ イ・ファウ

ラー BFサエ 大晦り 佐伯　泰英


