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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

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

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９日（金）～ ４月１５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：年６回程度）

★外国語で利用案内等作成

★手芸・工作ボランティア

図書館で利用する布絵本やパネルシアターの小物など、おはなし小物の製作を行います。（活動日：毎月２回）

◆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。）

みなさん、「布絵本」をご存知ですか？

その名のとおり、布でできた絵本です。

布でできているため、赤ちゃんも安全に遊ぶことができ、赤ちゃんへのファーストブックとしても

人気の本です。また、読んで楽しむだけではなく、いろいろな仕掛けがついていたり、その仕掛けを

手に取って遊ぶこともでき、親子で一緒に楽しむことができるため、コミュニケーション・ツールと

しても優れている本です。

中央図書館でも、たくさんの子どもたちに楽しんでもらうため、毎月２回の手芸・工作ボランティア

活動の中で、図書館で利用する「布絵本」の作成を行っています。

しかし、生地や布は高価なものも多く、材料が足りないこともあります。

もし、ご家庭で眠っている生地や布の端切れ等がありましたら、譲っていただけませんか？

不用なったものがありましたら、ぜひお持ちください。

『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２８番の川島亜依美選手!!

岡山の良いところは「フルーツが美味しいこと！！」という

川島亜依美選手の「おすすめの一冊」です☆

おすすめの本：「レインツリーの国」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

【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】

【３月】

金 土日 月 火 水 木

16 17

4 5

1 2 3

8 96 7 10

11 12 13 14 15

2418 19 20 21 22 23

30 3125 26 27 28 29

おすすめの一言：メールの交換から仲良くなって、という話は凄くめず

　 　　　　　　らしいと感じました。主人公と聴覚障害をもつ女性の

　 　　　　　 話で、とても素敵だなぁと感じました。

　 　　　　　「図書館戦争」の中で出てくる本でもあります。

カウンターまで

お持ちください♪

よろしくお願いします。
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「地球最後の秘境 南極大陸」

（ＤＶＤ）

【内容紹介】
カナダの環境調査船セドナ号に同行し、

15ヶ月に及ぶロケを敢行。すべてをなげ

うって過酷な環境で生活する乗組員に密着し

ながら、多くの謎に包まれた冬の南極大陸の

驚異と神秘を捉えた壮大なドキュメンタリー。

「おやこで楽しむ講談入門」

室井 琴星 ／監修（Y779 オ）

【内容紹介】
講談とは何か、どこで聴けるのか、どんな講

談があるのかといった基礎知識から、講談の

演目と歴史的、文化的背景までをわかりやす

く解説する。釈台をたたく張り扇の作り方も

紹介。

「企画展だけじゃもったいない

日本の美術館めぐり」
浦島 茂世/（706.9ウ）

【内容紹介】
美術館は常設展こそ面白い！行列や混雑が苦手

で美術館に行くのをためらっている人に向け、

何度も行きたくなる日本の美術館１０２館を、

各館の代表作品とともに紹介する。

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】

「みんなでたのしむもりのえほん」
安野 光雄／絵（Ｅア アカ）

【内容紹介】
森の木々の幹や枝の間に、繁った葉の中に、

草むらに、ゾウやリス、ダチョウなどたく

さんの動物が隠れているよ。みんなでいっ

しょに動物さがしを楽しめる、大きなサイ

ズの絵本。

【児童書】

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

3月1日（木）～３月31日（土）

作　品：手芸

作　者：工藤　千加子さん（赤磐市在住）

ダネラ

　今月は「ダネラ」、「人形」、「ハワイアンキルト」の

　手芸作品の展示です。ダネラはデンマークの手工芸で、糸

　　　　　　　　　　のループの長さやループをカットする事によって、図柄を

　　　　　　　　　　立体的に表現します。作品によって製作期間は異なります

　　　　　　　　　　が、写真の作品は制作に３ヶ月以上かかったそうでです。

　　　　　　　　　　一点物の素敵な作品の数々を是非ご覧ください。

【新着図書情報】平成３０年１月１８日～平成３０年２月８日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

Ａ706.9ア アートの島　犬島へ 在本　桂子 933.7シ ファミリー・ライフ アキール・シャルマ

002.7ツ 「すぐやる人」のノート術 塚本　亮 933.7ロ ギデオン・マック牧師の数奇な生涯
ジェームズ・ロバー

トソン

007.1ア ＡＩ　Ｖｓ．教科書が読めない子どもたち 新井　紀子 973エ 女王ロアーナ、神秘の炎　上・下 ウンベルト・エーコ

146.8コ 心の冷えとり 小室　朋子 Ｆイシ 百年泥 石井　遊佳

159.4ト 働く女の品格 戸田　久実 Ｆウシ 少数株主 牛島　信

159.7ヒ 人生は７０歳からが一番面白い 弘兼　憲史 Ｆオオ モモコとうさぎ 大島　真寿美

162ネ 年表でわかる現代の社会と宗教 渡邊　直樹 Ｆオカ 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎　琢磨

186.9シ 四国遍路こころの旅路 柴谷　宗叔 Ｆオガ 口笛の上手な白雪姫 小川　洋子

209ウ 「民族」で読み解く世界史 宇山　卓栄 Ｆオギ 海馬の尻尾 荻原　浩

210.6カ 維新の影 姜　尚中 Ｆオノ それ自体が奇跡 小野寺　史宜

213.6カ 写真の中の江戸 金行　信輔 Ｆカジ 父子（おやこ）ゆえ 梶　よう子

289.1ト 神になりたかった男　徳田虎雄 山岡　淳一郎 Ｆカト 海亀たち 加藤　秀行

330.4サ お金２．０ 佐藤　航陽 Ｆカン 七色結び 神田　茜

336.3イ 最高のチームに変わる「仕組み」のつくり方 石田　淳 Ｆキョ ヒトごろし 京極　夏彦

336.4フ Ｑ＆Ａ発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応 布施　直春 Ｆコウ ナイス★エイジ 鴻池　留衣

338マ トップ１％の人だけが知っている「仮想通貨の真実」 俣野　成敏 Ｆコン 棲月 今野　敏

366.2シ 図解でわかる退職マニュアル 島田　弘樹 Ｆサエ エンディング・パラダイス 佐江　衆一

366.2ダ 誰にも聞けない転職の正解がわかる本 谷所　健一郎 Ｆササ 英龍伝 佐々木　譲

369.4イ 地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼　直樹 Ｆセイ 純忠 清涼院　流水

489.5ヨ 読むパンダ 黒柳　徹子 Ｆセイ ヲトメノイノリ 石田　千

490.15ル ルポ・最期をどう迎えるか 共同通信生活報道部 Ｆセキ サニー・シックスティーン・ルール 関口　尚

498.8カ 会社や仕事につぶされない働き方・休み方 茅嶋　康太郎 Ｆソブ 小説Ｘ 蘇部　健一

498.8シ 職場における身体活動・運動指導の進め方 江口　泰正 Ｆタカ ハリケーン 高嶋　哲夫

504シ 大予測　次に来るキーテクノロジー　2018-1019 城田　真琴 Ｆツキ コルトＭ１８４７羽衣 月村　了衛

516サ 最新！鉄道の科学 Ｆツジ 僕と彼女の左手 辻堂　ゆめ

537.9ヒ ツウになる！トラックの教本 広田　民郎 Ｆナカ 譲られなかった者たちへ 中山　七里

538ヒ きちんと知りたい！飛行機メカニズムの基礎知識 東野　和幸 Ｆニシ 夜更けの川に落葉は流れて 西村　賢太

548.3ナ ロボット－それは人類の敵か、味方か 中嶋　秀朗 Ｆバク 幕末暗殺！ 谷津　矢車

549イ 電子工作パーフェクトガイド 伊藤　尚未 Ｆハシ 九十八歳になった私 橋本　治

596.4シ 作りおきなし！朝１０分！考えないお弁当 重信　初江 Ｆハセ 蒼き山嶺 馳　星周

606.9ヒ 「太陽の塔」岡本太郎と７人の男（サムライ）たち 平野　暁臣 Ｆハナ ゴーフォワード！ 花形　みつる

653.2ア 樹木と名字と日本人 有岡　利幸 Ｆハナ 太閤私記　續 花村　萬月

666.9ボ 絶滅危惧種ビジネス エミリー・ボイト Ｆハム 玄鳥さりて 葉室　麟

699.3ク 久米宏です。 久米　宏 Ｆバン 騎虎の将太田道灌　上・下 幡　大介

702.1ヨ 創造＆老年 横尾　忠則 Ｆホシ 焰 星野　智幸

726.6マ いわさきちひろ　-子どもへの愛に生きて- 松本　猛 Ｆマエ 愛が挟み撃ち 前田　司郎

728.2イ 文字に美はありや。 伊集院　静 Ｆマリ ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで 真梨　幸子

770.4ス 藝人春秋　２　上・下 水道橋博士 Ｆムレ 婚約迷走中 群　ようこ

809.6マ 図解でわかる！ファシリテーション 松山　真之助 Ｆヤク 刑事の怒り 薬丸　岳

910.2サ 作家と楽しむ古典 堀江　敏幸 Ｆヤツ しゅったれ半蔵 谷津　矢車

911.3キ 俳句、やめられません 岸本　葉子 Ｆヤマ 牛天神 山本　一力

914.6ア オンナの奥義 阿川　佐和子 Ｆヨコ 横溝正史ミステリ短篇コレクション２ 横溝　正史

914.6カ にっぽんの履歴書 門井　慶喜 Ｆヨシ 幕末ダウンタウン 吉森　大祐

914.6サ ヨーコさんの“言葉” 佐野　洋子 B796ナ “自然流”詰将棋 中原　誠

914.6フ 常識は凡人のもの 藤原　正彦 ＢＦアサ 緋色のシグナル 麻見　和史

916ス されど愛しきお妻様 鈴木　大介 ＢＦカト メゾン・ド・ポリス 加藤　実秋


