
　

　

. 　

〒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】

『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１０番の西村弥菜美 選手!! ☆

お気に入りの食べ物は「桃のアイスクリーム」という

西村弥菜美選手の「おすすめの一冊」です☆

【西村弥菜美 背番号１０＊福岡県出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター・リベロ】

おすすめの本 「心を整える」 長谷部誠／著

おすすめの一言

勝つためにはどういう人になるべきか、勝つためにはどういっ

た行動をとったらいいのかを考えさせられる本です。

　は休館日　　開館時間 ： 午前１０時から午後６時まで

　　　　　　　　　　　　  ○木曜は午後８時まで

【3月】

29 30 31

1 2 3 4 5 6

日

18 19 20

10 11 12 13

月 火

22 23 24 25 26 27

21

8 9

15 16 17

14

28

水 木 金 土

7

【4月】
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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。

★令和２年度　図書館ボランティア募集★

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：４月１２日（日）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

ますよ♪

図書館で不用になった本や雑誌、寄贈していただいた本など、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。

期間：４月３日（金）～５日（日）

場所：中央図書館 多目的ホール

【新着図書情報】令和２年１月１６日～令和２年２月６日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

010.4オ 図書館魔女は不眠症 大島　真理 Fアカ 空貝 赤神　諒

024.0キ １３坪の本屋の奇跡 木村　元彦 Fアヤ さいはての家 彩瀬　まる

141.5ア だから僕は、ググらない。 浅生　鴨 Fアリ イマジン？ 有川　ひろ

146.8ツ 「つい自分を後回しにしてしまう」が変わる本 積田　美也子 Fイト 御社のチャラ男 絲山　秋子

159ウ 毎日をいい日にする！「感謝」のコツ 植西　聰 Fイブ 雲を紡ぐ 伊吹　有喜

204オ オイシい場面（ところ）がつながるつまみ食い世界史 歴史の謎研究会 Ｆウタ 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年

338チ 超かんたん！はじめてのスマホ決済 和田　由貴 Fオウ 平蔵の母 逢坂　剛

339.4オ 保険ぎらい 荻原　博子 Fオノ 踏み跡にたたずんで 小野　正嗣

361.4サ 誰とでも会話が続く相づちのコツ 齊藤　勇 Fカミ ママ 神津　凛子

361.4ナ 人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野　信子 Fキウ 占 木内　昇

361.4ワ 雑談がおもしろい人、つまらない人 渡辺　龍太 Fキム ウミガメみたいに飛んでみな 木村　椅子

369.2イ イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 福辺　節子 Fキム 幼な子の聖域 木村　友祐

373.4ク２０ 奨学金まるわかり読本　２０２０ 久米　忠史 Fクロ まったく、青くない 黒田　小暑

379.9タ 花まるな人生 高濱　正伸 Fコグ タイガー理髪店心中 小暮　夕紀子

404ワ 身のまわりのすごい「しくみ」大百科 涌井　良幸 Fコン 清明 今野　敏

457.8ツ 古生物のしたたかな生き方 土屋　健 Fコン 歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵

491.37ナ キレる！ 中野　信子 Fササ 山岳捜査 笹本　稜平

498.3ミ 足がスッと上がるようになる５秒キープの筋肉貯金 宮元　晋次 Fシガ かんばん娘 志川　節子

498.55ジ
上手に食べて、ずーっと健康！栄養を捨てないシニアの簡

単レシピ 柳沢　幸江 Fシバ 野守虫 柴田　哲孝

498.58ホ １００歳まで元気でボケない食事術 堀江　ひろ子 Fシモ コープス・ハント 下村　敦史

498.58ワ １日２杯のみそ汁で健康寿命を延ばす！ 渡邊　敦光 Fショ１ 国道食堂　１ｓｔ　ｓｅａｓｏｎ 小路　幸也

521.8ハ ヘンテコ城めぐり 長谷川　ヨシテル Fシラ 君がいないと小説は書けない 白石　一文

532.6ニ はじめての治具設計 西村　仁 Fスズ ブラック・マリア 鈴川　紗以

537.７ク クルマのトラブル対策完全読本 Fソメ 正体 染井　為人

547.5サ ６０分でわかる！５Gビジネス最前線 佐野　正弘 Fタカ シャーリー・ホームズとバスカウィル家の狗 高殿　円

596.3ウ
豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆活

用術 牛尾　理恵 Fタケ 孤火の辻 竹本　健治

596.3ド 丼マニア Fツジ 卍どもえ 辻原　登

596.4サ にっぽん全国１００駅弁 櫻井　寛 Ｆテシ てしごと あさの　あつこ

596.6フ 絶品！バスクチーズケーキ 藤沢　セリカ Fドウ インタビューズ 堂場　瞬一

597シ 昭和インテリアスタイル グラフィック社編集部 Fナカ 騒がしい楽園 中山　七里

611.7ヨ 逆転の農業 吉田　忠則 Fノリ 最高の任務 乗代　雄介

615.8イ 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農文協 Fハタ 猫君 畠中　恵

626.9ア だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健洲 Ｆフジ ＯＪＯＧＩＷＡ 藤崎　翔

645.7ホ ホイちゃん ホイ主 Fフル 背高泡立草 古川　真人

664.1ハ 漁業と国境 濱田　武士 Fフル 鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵

673.3タ 失敗しない！クレーム対応１００の法則 谷　厚志 Fムレ 今日もお疲れさま 群　ようこ

724.5コ ７日でうまくなる油絵初級レッスン 小屋　哲雄 Fモト おっぱいエール 本山　聖子

757.3タ 配色デザイン良質見本帳 たじま　ちはる Fモリ 涼子点景１９６４ 森谷　明子

780.6オ オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 Fヤナ 太平洋食堂 柳　広司

780.7ナ 世界一効く体幹トレーニング 中野 ジェームズ 修一 Fヤマ 希望と殺意はレールに乗って 山本　巧次

809.2イ 超雑談力 五百田　達成 BFイガ リメンバー 五十嵐　貴久

814マ 間違えて覚えてしまった残念な日本語 日本語の達人倶楽部 BFシガ スマホを落としただけなのに　戦慄するメガロポリス 志駕　晃

914.6カ クズより怖いものはない カレー沢薫 BFドウ 垂れ込み 堂場　瞬一

914.6キ ５０代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子 BFフジ 招き猫 藤井　邦夫

914.6ツ 老人の美学 筒井　康隆 BFモチ１３ 京都寺町三条のホームズ　１３　麗しの上海楼 望月　麻衣

933.7ヌ 友だち シーグリッド・ヌーネス BFヨシ 正義の翼 吉川　英梨

赤磐市立図書館は、図書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。

これは対象雑誌を年間で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。

ご提供いただいた雑誌は、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枚を挿入し表示します。

対象となる雑誌リスト、スポンサー広告掲載基準、納入方法など

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。

◆申し込み・問い合わせ◆

●受付時間 午前１０時から午後５時まで（休館日を除きます。）

【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・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・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
★手づくりボランティア

図書館で利用するおはなし小物や館内装飾の製作を行います。（活動日：６～１２回程度）



  

「もしも桃太郎が少年ジャンプの

連載だったら」
スエヒロ／著（909.3ス）

【内容紹介】
昔話のあの人が現代のツールを使っていた

ら？童話のあのストーリーが現代を舞台に繰

り広げられていたら？パロディ画像の名手が

おくる、懐かしくて新しすぎる昔話。

【一般書】

「ちちゃこいやつ」
ロブ・ハドソン/さく，ダニエル・カール/やく

（Ｅハ キ）

【内容紹介】
おなかをすかせたおおかみが、ほら穴のな

かの小さないきものをおびき出そうと、あ

の手この手でがんばります。はたしておお

かみの作戦は、成功するのでしょうか? 味

のある山形弁も魅力の絵本。

【児童書】

「若い読者に贈る美しい生物学講義」

更科 功／著（Y460サ）

【内容紹介】
生物とは何か、生物のシンギュラリティ、

動く植物、大きな欠点のある人類の歩き方、

遺伝のしくみ、がんは進化する・・。最新の

知見を、親切に、ユーモアたっぷりに、ロマ

ンティックに語る生物学の講義。

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）

「日日是好日」
（ＤＶＤ）

大森 立嗣/監督・脚本

【内容紹介】

典子は、いとこの美智子とともに武田先

生のもとで“お茶”を習う事になった。先

生は挨拶も程々に稽古をはじめるが、意味

も理由もわからない所作にただ戸惑うふた

り。お茶はまず形から、後から心が入ると

先生は言うが・・。

【視聴覚資料】

３月１日（日）～３月３１日（火）

“地域コーナー展示ケース”今月の展示のご紹介

作 品 ： 切り絵作品

作 者 ： 芦谷さん

切り絵を始めたきっかけは、介護の仕事をしていて、誕生

日のお祝いの色紙を作るためでした。利用者さんが喜んでく

れるので、図書館の本を参考にしながら、いろいろな作品に

チャレンジしています。細かい作品を作るのには１日くらい

かかり、大変なのが細かい所を切る時に力を入れすぎないこ

と。気を抜くと「びりっ」と切ってしまうので…。

恐竜、妖怪や昆虫などの切り紙を展示しますので、是非ご

覧ください。

【新着図書情報】令和２年１月１６日～令和２年２月６日受入分より抜粋

請求記号 書　　名 著者 請求記号 書　　名 著者

010.4オ 図書館魔女は不眠症 大島　真理 Fアカ 空貝 赤神　諒

024.0キ １３坪の本屋の奇跡 木村　元彦 Fアヤ さいはての家 彩瀬　まる

141.5ア だから僕は、ググらない。 浅生　鴨 Fアリ イマジン？ 有川　ひろ

146.8ツ 「つい自分を後回しにしてしまう」が変わる本 積田　美也子 Fイト 御社のチャラ男 絲山　秋子

159ウ 毎日をいい日にする！「感謝」のコツ 植西　聰 Fイブ 雲を紡ぐ 伊吹　有喜

204オ オイシい場面（ところ）がつながるつまみ食い世界史 歴史の謎研究会 Ｆウタ 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年

338チ 超かんたん！はじめてのスマホ決済 和田　由貴 Fオウ 平蔵の母 逢坂　剛

339.4オ 保険ぎらい 荻原　博子 Fオノ 踏み跡にたたずんで 小野　正嗣

361.4サ 誰とでも会話が続く相づちのコツ 齊藤　勇 Fカミ ママ 神津　凛子

361.4ナ 人は、なぜ他人を許せないのか？ 中野　信子 Fキウ 占 木内　昇

361.4ワ 雑談がおもしろい人、つまらない人 渡辺　龍太 Fキム ウミガメみたいに飛んでみな 木村　椅子

369.2イ イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 福辺　節子 Fキム 幼な子の聖域 木村　友祐

373.4ク２０ 奨学金まるわかり読本　２０２０ 久米　忠史 Fクロ まったく、青くない 黒田　小暑

379.9タ 花まるな人生 高濱　正伸 Fコグ タイガー理髪店心中 小暮　夕紀子

404ワ 身のまわりのすごい「しくみ」大百科 涌井　良幸 Fコン 清明 今野　敏

457.8ツ 古生物のしたたかな生き方 土屋　健 Fコン 歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵

491.37ナ キレる！ 中野　信子 Fササ 山岳捜査 笹本　稜平

498.3ミ 足がスッと上がるようになる５秒キープの筋肉貯金 宮元　晋次 Fシガ かんばん娘 志川　節子

498.55ジ
上手に食べて、ずーっと健康！栄養を捨てないシニアの簡

単レシピ 柳沢　幸江 Fシバ 野守虫 柴田　哲孝

498.58ホ １００歳まで元気でボケない食事術 堀江　ひろ子 Fシモ コープス・ハント 下村　敦史

498.58ワ １日２杯のみそ汁で健康寿命を延ばす！ 渡邊　敦光 Fショ１ 国道食堂　１ｓｔ　ｓｅａｓｏｎ 小路　幸也

521.8ハ ヘンテコ城めぐり 長谷川　ヨシテル Fシラ 君がいないと小説は書けない 白石　一文

532.6ニ はじめての治具設計 西村　仁 Fスズ ブラック・マリア 鈴川　紗以

537.７ク クルマのトラブル対策完全読本 Fソメ 正体 染井　為人

547.5サ ６０分でわかる！５Gビジネス最前線 佐野　正弘 Fタカ シャーリー・ホームズとバスカウィル家の狗 高殿　円

596.3ウ
豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆活

用術 牛尾　理恵 Fタケ 孤火の辻 竹本　健治

596.3ド 丼マニア Fツジ 卍どもえ 辻原　登

596.4サ にっぽん全国１００駅弁 櫻井　寛 Ｆテシ てしごと あさの　あつこ

596.6フ 絶品！バスクチーズケーキ 藤沢　セリカ Fドウ インタビューズ 堂場　瞬一

597シ 昭和インテリアスタイル グラフィック社編集部 Fナカ 騒がしい楽園 中山　七里

611.7ヨ 逆転の農業 吉田　忠則 Fノリ 最高の任務 乗代　雄介

615.8イ 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農文協 Fハタ 猫君 畠中　恵

626.9ア だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健洲 Ｆフジ ＯＪＯＧＩＷＡ 藤崎　翔

645.7ホ ホイちゃん ホイ主 Fフル 背高泡立草 古川　真人

664.1ハ 漁業と国境 濱田　武士 Fフル 鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵

673.3タ 失敗しない！クレーム対応１００の法則 谷　厚志 Fムレ 今日もお疲れさま 群　ようこ

724.5コ ７日でうまくなる油絵初級レッスン 小屋　哲雄 Fモト おっぱいエール 本山　聖子

757.3タ 配色デザイン良質見本帳 たじま　ちはる Fモリ 涼子点景１９６４ 森谷　明子

780.6オ オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 Fヤナ 太平洋食堂 柳　広司

780.7ナ 世界一効く体幹トレーニング 中野 ジェームズ 修一 Fヤマ 希望と殺意はレールに乗って 山本　巧次

809.2イ 超雑談力 五百田　達成 BFイガ リメンバー 五十嵐　貴久

814マ 間違えて覚えてしまった残念な日本語 日本語の達人倶楽部 BFシガ スマホを落としただけなのに　戦慄するメガロポリス 志駕　晃

914.6カ クズより怖いものはない カレー沢薫 BFドウ 垂れ込み 堂場　瞬一

914.6キ ５０代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子 BFフジ 招き猫 藤井　邦夫

914.6ツ 老人の美学 筒井　康隆 BFモチ１３ 京都寺町三条のホームズ　１３　麗しの上海楼 望月　麻衣

933.7ヌ 友だち シーグリッド・ヌーネス BFヨシ 正義の翼 吉川　英梨


