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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☆
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今回ご紹介するのは、背番号３３番の菱川文香選手!!

「岡山県の方々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：「図書館戦争」　　　　

　　　　　　　有川　浩／著　　　　　

【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】

おすすめの一言：この本は笑いあり、恋愛ありで、とてもおもしろ

　 　　　　　　い本です。シリーズもので少し長いですが、おす

　  　　　　　すめなのでぜひ読んでみてください。

　このケースは、赤磐市にお住いの方や、赤磐市に

ゆかりのある方、グループの方の作品やコレクションを

展示して来館される方の目を楽しませています。

　お一人でも、グループでも、ご家族でもOKです。
随時展示作品を募集していますので、カウンターの
職員までお申し出ください。

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１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。） 

リサイクルブックフェア 
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「介護に活かす 

  NATSUKI 脳科学ストレッチ」         

                                     （DVD）                                         
 

【内容紹介】 
脳から楽なイメージを体に送るストレッチで、

体をリラックスさせることができる。痛みが

なく、長く続けられる脳と体の関係を活かし

たストレッチ。 

 
 

「キツネのパックス」 

   サラ・ペニーパッカー／著 （Ｙ933ペ） 

 
【内容紹介】 
ピーターは、助けた子ギツネにパックスと名

づけて共に暮らしてきたが、戦争が近づいて

別れなければならなくなる。運命に立ち向か

うことの大切さを伝える物語。 

 

 
 

「消滅遺産」 
  ナショナルジオグラフィック/編 

  安倍 雅史/監修（520.8シ） 

 

【内容紹介】         
都市計画の一環で解体されてしまったもの

や、紛争地帯で消滅の危機にさらされてい

るもの等、世界の偉大な建築物を、かつて

の姿を記録した写真で紹介する。 

【一般書】 【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

【視聴覚資料】 
 

「その情報、本当ですか?」 

 塚田 祐之 ／著（070ツ） 
 

【内容紹介】 
ネットやテレビの膨大な情報から「真実」

を読み取るにはどうすればよいのか。報道

に長年携わってきた著者が、自身の経験を

交えて「事実」「真実」とは何かを考え、

ニュース・情報を読み解く力をつける大切

さを伝える。 

【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（日）～４月２９日（日）

展示作品：植物画

作　　者：赤磐市立中央公民館自主グループ「植物画」

　植物画は、写真の無かった時代に、有用な植物を

記録するために描かれました。

　植物の自然な姿をそのままに、丁寧に観察し、細

密に描き込むのは簡単ではありませんが、仲間と一

緒に楽しんでいます。
     ウコンザクラ     

（岡山理科大学構内で採集）

【新着図書情報】平成３０年２月１５日～平成３０年３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

A217.5ミ 吉備の古代寺院 湊 哲夫 Ｆアカ 大友二階崩れ 赤神　諒

A596.7オ 岡山・倉敷カフェ日和ときめくお店案内 Word inc. Ｆアサ 雲上雲下 朝井　まかて

007.6オ マンガと図解でスッキリわかるプログラ ミングのしくみ 大槻 有一郎 Ｆアサ 長く高い壁 浅田　次郎

010.2ミ シリアの秘密図書館 デルフィーヌ ・ミヌ ーイ Ｆアン レッドリスト 安生　正

069.0オ ぶらぶらミュージアム 大田垣 晴子 Ｆイガ 地検のＳ 伊兼　源太郎

159タ 一〇一歳の習慣 高橋　幸枝 Ｆイジ イザベルに薔薇を 伊集院　静

159ヨ 没頭力 吉田 尚記 Ｆイト 小説禁止令に賛同する いとう　せいこう

167モ お隣りのイスラーム 森　まゆみ Ｆイト 修羅の都 伊東　潤

188.5ニ 釈伝空海　上・下 西宮 紘 Ｆウエ かちがらす 植松　三十里

210.4ア 足利将軍１５代 Ｆオオ 一身二生 太田　俊明

290ス 世の中のしくみが氷解する世界一おもしろい地理の授業 鈴木　達人 Ｆオク 雪の階 奥泉　光

291.0イ 一度は訪ねてみたい日本の原風景 日本水土総合研究所 Ｆカキ 定年オヤジ改造計画 垣谷　美雨

291.7セ せとうちスタイル　Vol.4(2018) Ｆカナ スタア誕生 金井　美恵子

331.2キ 若い読者のための経済学史 ナイ アル・キシテイ ニー Ｆキタ 沸点桜 北原　真理

335.8ユ ３つのゼロの世界 ムハマド・ユヌス Ｆキノ 兵 木下　昌輝

336.5サ システムの問題地図 沢渡　あまね Ｆキム 雪子さんの足音 木村　紅美

336.8マ やっぱり会計士は見た！ 前川　修満 Ｆキョ 虚談 京極　夏彦

367.6コ 高校生ワーキングプア ＮＨＫスペシャル取材班 Ｆキリ 路上のＸ 桐野　夏生

367.7ク 母の家がごみ屋敷 工藤　哲 Ｆクサ 祝葬 久坂部　羊

369.4コ 子どもの人権をまもるために 木村　草太 Ｆクロ 国会議員基礎テスト 黒野　伸一

402ア 疑惑の科学者たち ジル・アルプティアン Ｆシバ 赤猫 柴田　哲孝

450.9フ 絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象 藤岡　達也 Ｆスミ 青くて痛くて脆い 住野　よる

491.11ヤ 人間の未来AIの未来 山中　伸弥 Ｆスワ 茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 諏訪　宗篤

498.3カ だまされない 鎌田 實 Ｆセオ そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ

498.59カ いっしょに食べよう 川口　美喜子 Ｆタカ 卑弥呼の葬祭   高田 崇史

501.6マ 「石油」の終わり 松尾　博文 Ｆタニ 額を紡ぐひと 谷　瑞恵

535.8ク コンタクトレンズと眼鏡の科学 久保田　慎 Ｆトク カーネーション 徳永　圭

547.4オ インターネット、７つの疑問 大崎　博之 Ｆトバ 身代わり忠臣蔵 土橋　章宏

588.0ア 今日からできるムスリム対応 阿良田　麻里子 Ｆナカ 樽とタタン 中島　京子

588.6ミ 味噌大全 渡邊 敦光 Ｆナゾ 謎々将棋・囲碁 新井　素子

590イ 丁寧に暮らしている暇はないけれど。 一田 憲子 Ｆヌカ 完パケ！ 額賀　澪

596ス もっとラクする半調理 スガ Ｆハラ 穢れ舌 原　宏一

681.3コ 高齢ドライバー 所 正文 Ｆフカ 虚像のアラベスク 深水　黎一郎

685.5ゼ 全国路線バス大百科　2018 日本バス友の会 Ｆマエ 異常探偵宇宙船 前田　司郎

723.0ト 代表作でわかる印象派BOX 冨田 章 Ｆマツ 奥羽関ヶ原 松永　弘高

778.2ヨ 私が愛した映画たち 吉永　小百合 Ｆミツ 刑事の血筋 三羽　省吾

780.7フ フィットネスジム徹底活用マニュアル 成美堂出版編集部 Ｆミヤ 三国志名臣列伝　後漢篇 宮城谷　昌光

796.0ハ 永世七冠羽生善治 羽生 善治 Ｆミヤ ディレイ・エフェクト 宮内　悠介

816マ 迷わず書ける記者式文章術   松林　薫 Ｆモリ さよなら、わるい夢たち 森　晶麿

911.3ハ 俳句の誕生 長谷川　櫂 Ｆヤマ 私の頭が正常であったなら 山白　朝子

914.6シ 歩いて行くとぶつかるんだ 椎名　誠 Ｆヤマ 光点 山岡　ミヤ

914.6ホ 坂を見あげて 堀江　敏幸 Ｆヨシ 花ひいらぎの街角 吉永　南央

914.6ム ほどほど快適生活百科 群　ようこ Ｆヨシ 老侍 吉川　永青

930.2イ 特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ Ｂ916ゴ ぼくはアスペルガー症候群 権田　真吾

933.7ロ ハウスキーピング マリリン・ロビンソン Ｂ949.8ペ 許されざる者 レイ フ・GW.ペーショ ン

936ジ アウシュヴィッツの歯科医
ベンジャミン・ジェイ

コプス ＢＦマツ 噓つき就職相談員とヘンクツ理系女子 松崎 有理


