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お 願 い
図書館の本は町民みんなの財産です。
大切に扱ってください。
無断で持ち出さないでください。
返却期限を守ってください。
万一、壊れたり、破れたりしたときは、自分で直さないで、
返却時に職員にお知らせください。

図書館利用バリアフリー運動
里庄 町 立図 書館 では 、す べて の人 に 気持ちよ く、安心 して利 用してい
ただく た めに 、施 設や 設備 にさ まざ ま な心配り がなされ ていま す。玄関
のスロ ー プ、 エレ ベー ター 、車 椅子 用 のトイレ 、駐車ス ペース 、幼児用
のトイ レ 、ベ ビー ベッ ド、 低い 書架 等 です。こ の他に、 車椅子 や、老眼
鏡も用意しています。気軽に図書館員に申しつけてください。
バリ ア フリ ーの 精神 を生 かす ため に は、まわ りの人の 心づか いが大切
になり ま す。 玄関 前の レン ガ敷 きの 所 や、スロ ープの近 くに自 転車やバ
イクを 置 かな いよ うに して くだ さい 。 自動車は 決められ た枠の 中に駐車
してください。
よろしくお願いいたします。

お知らせ
授乳、おむつ替えにご利用を
「こどものへや」にベビーベッドを入れ、授乳やおむつ替えがしや
すい部屋にしました。利用したい方は、お気軽にお声かけください。

高梁川流域パスポート
小学生に配布されている高梁川流域パスポートは、里庄町立図書
館でもシールをもらうことができます。ご利用ください。
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高梁川流域自治体連携事業
備中圏域七市三町の広域利用相互返却サービス
高梁 川 流域 連盟 の加 盟す る新 見市 ・ 高梁市・ 総社市・ 早島町 ・倉敷市
・矢掛 町 ・井 原市 ・浅 口市 ・里 庄町 ・ 笠岡市の 公立図書 館（２ ７施設）
で圏内の住民の利便と文化向上を図るため、平成２６年４月１日から「広
域利用サービス」を実施しています。
これ は 、圏 内の 住民 が圏 内の 公立 図 書館で図 書を借り られる サービス
で、こ れ まで は借 りた 図書 の返 却は 、 借りた図 書館でし かでき ませんで
した。
さら に 住民 の利 便性 の向 上を 図る た め、平２ ７年９月 １日か ら圏内の
公立図 書 館で あれ ば、 どの 図書 館の 窓 口でも返 却ができ るよう になりま
した。
ただし、鴨方図書館・金光さつき図書館・寄島図書館で借りた図書は、
それぞれの図書館にお返しください。

インターネットで里庄町立図書館のホームページを開いてみよう。
里庄 町 立図 書館 のホ ーム ペー ジに 蔵 書検索機 能がある のはご 存じです
か？自 宅 にい なが ら、 本や ＣＤ が検 索 でき、さ らに現在 貸出中 かどうか
が分か り ます 。そ の中 でも 特に お勧 め するのが 、朗読Ｃ Ｄです 。プロに
よる文学作品の朗読は一味違います。効果音もあり、臨場感があります。
すでに 活 字で 読ん だ方 も、 初め ての 方 も、目の 不自由な 方も、 読むのが
苦手な方も、ぜひ一度、耳で聞く読書を楽しんでみてください。

行事予定
◎８月

特設展示（戦争の本展）

１日（火）休館日
２日（水）押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００
３日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～
一日図書館員（東小）
４日（金）一日図書館員（西小）
５日（土）詩歌鑑賞会 １３：３０～
６日（日）ちぎり絵教室「紙遊会」 ９：００～１６：００
組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００
「妖怪講座」１３：３０～１６：００
インディビジュアリスツ展～１２（土）
７日（月）
８日（火）休館日
９日（水）
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１０日（木）
１１日（金）
１２日（土）おはなしトトロ １４：００～
１３日（日）おはなし会１０：３０～
１４日（月）
１５日（火）休館日
１６日（水）
１７日（木）
１８日（金）
１９日（土）読書会 １３：３０～
２０日（日）休館日
２１日（月）
２２日（火）休館日
２３日（水）文化協会写真部展 ～２７日（日）
２４日（木）
２５日（金）
２６日（土）おはなしトトロ １４：００～
２７日（日）
２８日（月）
２９日（火）休館日
３０日（水）
３１日（木）月末整理休館日

◎９月

最終日は１６：００まで

特設展示（防災の本展）
１日（金）エルマーの工房 １３：３０～
２日（土）詩歌鑑賞会 １３：３０～
３日（日）
４日（月）
５日（火）休館日
６日（水）押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００
英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０
７日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～
８日（金）エルマーの工房 １３：３０～
９日（土）おはなしトトロ １４：００～
１０日（日）ちぎり絵教室「紙遊会」 ９：００～１６：００
組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００
１１日（月）おはなし会１０：３０～１１：３０
１２日（火）休館日
１３日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０
１４日（木）
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１５日（金）エルマーの工房 １３：３０～
１６日（土）読書会 １３：３０～
１７日（日）休館日
１８日（月）
１９日（火）休館日
２０日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０
２１日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～
２２日（金）夏休み児童作品展 ～１０月２日（月） ９：００～１７：００
エルマーの工房 １３：３０～
２３日（土）おはなしトトロ １４：００～
２４日（日）
２５日（月）
２６日（火）休館日
２７日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０
２８日（木）
２９日（金）エルマーの工房 １３：３０～
３０日（土）月末整理休館日

展示・催し案内
◎特設コーナー
場 所
内 容

８月

カウンター前の特設架
戦争の本展、課題図書展

◎「里庄のせいめいさん展」
期 日
場 所
内 容

７月１日（土）～８月３０（水） ９：００～１９：００
１階 フロア
里庄の偉人「佐藤清明さん」の年譜、日本で初めての妖怪事典、柳田
国男との書簡の写真や多くの著作などを展示しています。

◎インディビジュアリスツ展
期 日
場 所
内 容

８月６日（日）～１２日（土） ９：００～１７：００
２階 展示室
岡山県の作家を中心に、主に絵画作品を展示します。

◎文化協会写真部展
期 日
場 所
内 容

８月２３日（水）～２７（日）
９：００～１７：００
２階 展示室
ただし、最終日は１６：００まで
文化協会写真部部の作品を展示します。

◎特設コーナー
場 所

９月

カウンター前の特設架
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内 容

防災の本展

◎夏休み児童作品展
期 日
場 所
内 容

９月２２日（金）～１０月２日（月） ９：００～１７：００
２階展示室
里庄東小学校・里庄西小学校の作品を展示します。

◎ おはなしの会
※親子で楽しむおはなし会
日時
内容

毎月 第１・第３ 木曜日 １０：３０～
幼児とお母さんと職員の楽しい語らい
読み聞かせ、手遊び、ストーリーテリングなど。

※おはなし会
日時
内容

毎月 第２日曜日 １０：３０～
幼児・小学生～大人を対象に、テーマを決めて実施します。

図書館ボランティア
（どなたでも参加できます。お手伝い下さい。）
◎おはなしボランティア「おはなしトトロ」
・日時
・内容

第２・４ 土曜日 １４：００～
読み聞かせ・パネルシアター・エプロンシアター・
ストーリーテリング・手遊びなどの練習、おはなし会やおはなし宅
配便への参加・実演。

◎手づくりボランティア「エルマーの工房」
・日時
・内容

毎週 金曜日（祝日を除く）１３：３０～
おはなしのキャラクターやパネルシアター・エプロンシアターの作
製。ブックスタート用バッグ製作。

趣味の会・学習会

新入会員募集中

◎組木の広場「木楽工房」
・日時
・内容

毎月第２日曜日 ９：００～１６：００
組木作製 ＊材料費実費負担

◎ちぎり絵教室「紙遊会」
・日時
・内容

毎月第２日曜日 ９：００～１６：００
ちぎり絵作製 ＊資料制作費負担

◎里庄歴史勉強会
・日時
・内容

毎月第４日曜日 １２：００～１７：００
近隣市町村の歴史探訪 ＊資料制作費負担

◎押し花「ふしぎな花クラブ」
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・日時
・内容

毎月第１水曜日 １２：００～１６：００
おしばな作品作製 ＊材料費実費負担

講座案内

新入会員募集中。

◎ 詩歌鑑賞会 万葉集
日時
講師

毎月第１土曜日 １３時３０分～
定金恒次（元 大学教授）

◎ カメリア読書会
「太平記」の輪読と講義
日時 毎月第３土曜日 １３時３０分～
講師 定金恒次（元 大学教授）

◎英会話講座
日時

毎週 水曜日
昼クラス
１３時～１４時３０分
夜クラス
１９時～２０時３０分

会場

講師

昼クラス
図書館 ２階 視聴覚室
夜クラス
福祉会館 ２階 研修室
リチャード・フリーマン

新着本の案内
６月中旬から７月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ 外交・国防・国際関係
▽尖閣諸島と日中外交 （塩田 純：講談社）
いま日中が直面する危機の核心とは。日中関係史を映像化してきた NHK のプ
ロデューサーが、日中米外交の大転換期にクローズアップされた東シナ海の島
々をめぐる現実を描く。
◎ 政治・行政
▽中高生からの選挙入門 （谷 隆一：ぺりかん社）
中高生に向けて、選挙がなぜ大事なのか、有権者は選挙とどう向き合っていく
べきかを、具体的な地方選挙の実例をまじえながらわかりやすく解説する。
◎ 社会・文化
▽赤い韓国 （櫻井 よしこ，呉 善花：産経新聞出版）
日本の禍はいつも朝鮮半島からやってくる。日本が争いに巻き込まれないため
には? インターネット動画番組サイト『言論テレビ』の番組を舞台に、櫻井よ
しこが呉善花をゲストに迎えて展開した討論を再構成、大幅加筆して収録。
◎ 教育
▽いじめからは夢を持って逃げましょう! （長野 雅弘：パンローリング）
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悪質ないじめからは夢を持って逃げましょう! いじめで悩んでいる子どもや親
に向けて、大きくなってしまったいじめに対する正しい対処法を伝授する。
◎ 家庭教育
▽子どもの見ている世界 （内田 伸子：春秋社）
叱られながらの学びは身につかない。英語の早期教育に「待った!」の理由…。
心と脳の最新科学をもとに、発達心理学の第一人者が贈る子育てメッセージ。
同じ目線に立ち、心の声を聴くことの大切さを綴る。
◎ 学校経営
▽ある日うっかり PTA （杉江 松恋：KADOKAWA）
金髪、ヒゲ、サングラスのフリーライターがひょんなことから、息子が通う公
立小学校の PTA 会長に就任! ３年の任期を経て今、感じることとは。ドタバタ
奮闘ルポ。
◎ 天文・宇宙科学
▽巨大ブラックホールの謎 （本間 希樹：講談社）
一般相対性理論による理論的裏付けから 1 世紀、「ブラックホール」という命名
から半世紀、人類はついに「黒い穴」を直接見る力を手に入れようとしている。
最新望遠鏡が解き明かす巨大ブラックホールの謎を第一人者が解説。
◎ 医学（一般）
▽生活習慣病の漢方内科クリニック （入江 祥史：創元社）
いまの薬を飲みつづけるのが不安。漢方と現代医学を上手に使いたい…。そん
な悩みや要望に漢方内科医が応える書。生活習慣病の漢方治療を受けるのに必
要な知識を、現代医学と漢方の両方の視点から紹介する。
▽皮膚のかゆみを解消する正しい知識とスキンケア （小林 美咲：日東書院本
社）
かゆみの治療の基本は、原因を取り除き、症状に合った薬を使い、かきたい衝
動を抑えること。かゆみの謎とそのメカニズム、かゆみを伴う皮膚疾患、皮膚
を守る正しいスキンケアなどをわかりやすく解説する。
▽ようこそ、認知症カフェへ （武地 一：ミネルヴァ書房）
認知症の人と家族、地域住民、専門職など、誰もが参加でき、集う場としての
認知症カフェ。認知症カフェに必要な医療・ケア・施策の基礎知識や、スタッ
フの心得などを、各地の取り組み事例とともに紹介する。
◎ 工学・工業
▽いちばんくわしいスパイス便利帳 （世界文化社）
スパイスとミックススパイス全 84 種の基礎知識に加え、おいしい利用法やスパ
イス達人のおすすめなど、日々の料理に生かせるスパイス使いの情報が満載。
カレー、おつまみからお菓子まで、人気シェフの 51 レシピも紹介する。
◎ 乗り物
▽洗車のテクニック&メンテナンス （カーケアジャパン：成美堂出版）
台所用中性洗剤を使うエコ洗車を、ボディ、ホイール、タイヤなどパーツごと
に作業手順にそって解説。インテリア、エンジンルーム、バイクの洗車方法、
洗車機・洗車グッズの選び方、クルマの基本メンテナンスも紹介する。
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◎ 料理
▽夢をかなえるノンシュガーパフェ （今井 洋子：主婦の友インフォス）
基本はまぜて冷やすだけ! チョコパフェ、スペシャルいちごパフェ、ブラウニ
ー&アイス、トマトパフェ…。砂糖、牛乳、卵、生クリーム、バターを使わず、
体に優しい素材で作るパフェを紹介する。トッピングの作り方も掲載。
▽ばぁば 92 年目の隠し味 （鈴木 登紀子：小学館）
愛情のこもった手料理を囲む幸せ、それこそ「万福」。「きょうの料理」の鈴木
登紀子さん、通称・ばぁばが、時にやさしく、時に小言を交えながら、四季の
厳選レシピ 40 品と自らの人生を語る。幸せを呼ぶレシピ集。
▽栗原心平のとっておき「パパごはん」 （栗原 心平：講談社）
ママが休める・子供と一緒に作れる・パパの料理は家族の記憶に残る。パパが
休日に料理をすると良いことだらけ! 肉汁たっぷりパパ餃子、洋食屋のビッグ
なオムライス等、料理初心者の男性でも楽しんで挑戦できるレシピを紹介。
▽「乳酸発酵漬け」の作りおき （荻野 恭子：文化学園文化出版局）
塩を溶かした水に、野菜、乾物、果実、肉や魚を漬けるだけ。常備すれば、毎
日の 食 事で手軽 に 乳酸発酵食をとることがで きます 。「乳酸発酵漬 け」とその
展開料理、さらには、中国の発酵調味料の作り方も紹介。
◎ 育児
▽フリージングで作りおき離乳食 （松尾 みゆき：新星出版社）
毎日レシピに悩まない! 1 週間のごはんが冷凍ストックで作れちゃう! ５か月か
ら１歳半まで使える、フリージング離乳食のレシピを紹介。１日２食、３食に
完全対応し、パクパク食べてくれる工夫も満載です。
◎ ガーデニング・園芸
▽はじめての盆栽づくり （関野 正：主婦の友社）
盆栽をはじめて育てる初心者に向けて、樹形のつくり方、手入れの仕方などを
カラー写真やイラストとともに具体的に解説する。
◎ 絵画・版画
▽足で歩いた頃のこと （星野 富弘：偕成社）
手足の自由を失い約 50 年、詩人・画家として活躍する著者の、2010 年代の詩
画 63 点と随筆 16 編を所収。
◎ 日本語
▽たった 1 分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書 （魚住 りえ：
東洋経済新報社）
「聞き上手」の人ほど、必ず人間関係が良好になる! いつでも誰でもできる、
魚住 式「 聞き方メ ソッド」を、「あいづ ち」「態度・しぐさ 」「質問力」に 分け
て 50 のコツに集約して紹介する。
◎ 日本の小説
▽囚われの島 （谷崎 由依：河出書房新社）
盲目の調律師に魅入られた新聞記者の由良。二人の記憶は時空を超え、閉ざさ
れた島の秘密に触れる。壮大なスケールで「救い」と「犠牲」を現代に問う長
篇。
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▽横浜大戦争 （蜂須賀 敬明：文藝春秋）
ランドマークタワーの 68 階で、横浜の大神が「横浜大戦争」の幕開けを宣言。
保土ケ谷の神、戸塚・泉・栄の三姉妹などが、横浜の中心を決めるべく戦いを
繰りひろげ…。エンタテイメント長編。
▽増山超能力師大戦争 （誉田 哲也：文藝春秋）
超能力にまつわる機械を開発していた技術者が行方不明になった。一流超能力
師・増山が調査を始めると、所員や家族に魔の手が…。増山超能力師シリーズ
第２弾。
▽某には策があり申す （谷津 矢車：角川春樹事務所）
筒井順慶の重臣だった島左近は、順慶亡き後、筒井家とうまくいかず出奔。豊
臣秀長、蒲生氏郷の客将として活躍したのち、運命の石田三成と出会い、天下
を二分する関ケ原で壮絶な戦いに挑む。
▽あなたならどうする （井上 荒野：文藝春秋）
昭和を彩る歌謡曲を題材に生まれた小説たち。「時の過ぎゆくままに」「小指の
想い出」など、名曲が鮮やかに甦る珠玉の短編集。
▽ 1934 年の地図 （堂場 瞬一：実業之日本社）
1960 年初夏、地理学者・京極勝の前にディック・チャンドラーが現れた。1934
年秋、全米野球チームの一員として来日した大リーガーだ。なぜディックは 26
年ぶりに突然来日したのか…。歴史エンタメ・サスペンス。
▽コンビ （畑野 智美：講談社）
新番組のレギュラー獲得を目指すオーディションが終了してから 1 カ月。新城
と溝口に“敗退”という現実が重くのしかかる。このままじゃ終われない。２
人が見つけた未来とは。
▽横濱エトランゼ （大崎 梢：講談社）
元町百段、山手洋館、馬車道…。高校３年生の千紗は、タウン誌のアルバイト
を通して横浜の歴史、不思議、そこで暮らす人々の想いを知る。ノスタルジッ
クでハートフルな連作短編集。
▽病巣 （江上 剛：朝日新聞出版）
総合電機メーカー芝河電機監査部の瀬川は、内部告発をきっかけに芝河の基幹
部門が危機的状況であることを知る。粉飾決算、原発企業の巨額損失…。はた
して再生の道はあるのか?
▽チャップリン暗殺指令 （土橋 章宏：文藝春秋）
昭和７年、青年将校たちが首相暗殺などクーデターを画策。陸軍士官候補生の
津島新吉は、帝国ホテルに滞在していた喜劇王・チャップリンの暗殺を命じら
れ…。
▽婚活探偵 （大門 剛明：双葉社）
探偵としてはキレキレの黒崎竜司。だが、結婚相談所で出た婚活偏差値は「26」。
はたして「コワモテ草食系」が、誰かを射止める日は来るのか!? ユーモア婚活
小説。
▽世界のすべてのさよなら （白岩 玄：幻冬舎）
30 歳の同級生４人の物語。会社員として人生を切り拓こうとする悠。ダメ男に
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振り回されてばかりの翠。画家としての道を突き進む竜平。体を壊して人生の
休み時間中の瑛一。悠の結婚をきっかけに、それぞれに変化が訪れて…。
▽パーマネント神喜劇 （万城目 学：新潮社）
デー ト の途中、 突 然時が止まった。動かない 街に現れたのは、「神 」と名乗る
アヤしげな男たちで…。心ぬくもる、神頼みエンタメ。
▽天狗の回路 （中上 紀：筑摩書房）
国際結婚した夫との不仲に悩む綾に、SNS で知り合った女からコメントが届く。
綾の腹違いの従姉妹であるらしい女は、彼女の血族の物語を語りだす…。
▽ゼンマイ （戌井 昭人：集英社）
魔術団の女を探して、いざモロッコへ! 残されたゼンマイの小箱をたよりに、
昔の恋人をたずねて、オトコ２人の珍道中。見つけたのは１人の女か、それと
も人生か。
▽ここから先は何もない （山田 正紀：河出書房新社）
３億 キ ロ彼方の 小 惑星で発見された、化石人 骨「エルヴィス」。日 本の無人探
査機が採取したサンプルだが、アメリカが不当にも自国の管理下に秘匿してし
まう。民間軍事会社のリーダー大庭は、その情報奪還チームを集結し…。
▽標的 （真山 仁：文藝春秋）
若さと美貌を武器に総理の座を狙う越村みやび。そんな彼女に致命的なカネの
問題が浮上する。東京地検特捜部の冨永真一の追及に、越村みやびは沈黙とい
う戦闘態勢に入った。
▽政略結婚 （高殿 円：KADOKAWA）
加賀大聖寺藩主の次男に嫁いだ、勇。華族出身コンパニオンガールの万里子。
新宿のレビュー劇場に立つ華族女優・花音子…。激動の時代を生き抜く女性た
ちを描く。
▽ dele （本多 孝好：KADOKAWA）
依頼人の死後、その人が使っていたデジタルデバイスから指定されたデータを
削除する。そんな仕事をする祐太郎と圭司は、様々な事件に遭遇する。残され
た秘密のデータの謎、そこにある真実とは…。
▽もう生まれたくない （長嶋 有：講談社）
にわかナースの春菜、ゲームオタクのシングルマザー・美里、謎めいた美人清
掃員の神子。震災の年の夏、偶然の訃報でつながった彼女たちの運命が動き始
める。生の光を伝える長編小説。
▽茄子の輝き （滝口 悠生：新潮社）
別れた妻の面影、震災後の不安な日々、同僚との他愛ない会話。熱を発し続け
る不確かな記憶をめぐる連作短篇６篇に、ある秋の休日の街と人々を鮮やかに
切りとる「文化」を併録。
▽噓と人形 （岩井 志麻子：太田出版）
ネットではカルト的な人気があった「芸術家」の姉が殺された。彼女の首はマ
ンションの一室でヒョウのぬいぐるみの首にくるまれて転がっていた。この猟
奇的な殺され方は、なぜか Q 国で起きた殺人事件に酷似していて…。
▽空に咲く恋 （福田 和代：文藝春秋）
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女性アレルギーのヘタレ男子・三輪由紀は、花火屋の娘・ぼたんに触発され、
共に花火師を目指す。２人の溢れる思いは、無事打ち上がるのか? 夏を彩る青
春ボーイミーツガール物語。
▽明治乙女物語 （滝沢 志郎：文藝春秋）
明治中期、高等師範学校女子部に通う夏と咲たちは、鹿鳴館の舞踏会に招待を
受ける。そこには暴徒の魔の手が忍び寄っていて…。女に学問はいらぬという
世相にあらがいながら躍動する“戦う乙女”たちを描く。
◎ 歴史・時代小説
▽ジョン・マン６ 順風編 （山本 一力：講談社）
バートレット・アカデミーを首席で卒業した万次郎。故郷や仲間に思いを寄せ
ながら、1846 年５月、ニューベッドフォードから出航し…。中浜万次郎ことジ
ョン・マンの生涯を描いた第６弾。
▽敵討ちか主殺しか （佐藤 雅美：講談社）
“窓ぎわ同心”藤木紋蔵の養子・文吉は御家人になり、ある縁から大名家に日
参、そこで 650 石取りの娘に見初められる。文吉は婿になる前に、３年の間京
へ修行に向かったはずだったが…。
▽福袋 （朝井 まかて：講談社）
その日暮らしの気楽さ、商売のさまざま、歌舞伎の流儀、祭の熱気、男女の仲
…。江戸庶民の暮らしを綴る、著者初の時代小説短編集。表題作ほか、全８編
を収録する。
▽薫風ただなか （あさの あつこ：KADOKAWA）
石久藩の藩学で心身に深い傷を負った新吾は、庶民も通う薫風館で新たな友と
学びを得る。しかしある日、「薫風館にはお家を害する陰謀が潜んでいる」と、
父から間者になるよう命じられ…。
▽泣き虫弱虫諸葛孔明 第５部 （酒見 賢一：文藝春秋）
盟友たちを亡くし失意の孔明は、魏を倒すため、北伐を決意する。蜀と魏が五
丈原で対陣する時、孔明最後の奇策が炸裂する! 酒見版「三国志」完結。
▽腐れ梅 （澤田 瞳子：集英社）
平安時代、身体を売って暮らす似非巫女の綾児は、その美貌を見込まれ、菅原
道真を祀る神社をでっちあげる策謀に誘われた。神社の筆頭巫女として、権力
を存分にふるえるかに思われたのだが…。
▽仁者無敵 （志野 靖史：朝日新聞出版）
孟子の訓えを信じる儒者の小瀬甫庵は、戦国の変転の中、主君、親友を失いな
がら も 生き抜き 、 やがて信長、秀吉の評伝で ある「信長記 」「太閤 記」を書き
始める…。志を貫いたその生涯を、卓抜な想像力で紡ぎ出した歴史時代小説。
▽怪盗桐山の藤兵衛の正体 （佐藤 雅美：文藝春秋）
松戸と下総の 2 つの一家惨殺事件。犯行は 20 年前に姿を消したあの賊の仕業な
のか。幕府の広大な放牧場「牧」の存在に目をつけた十兵衛は、ついに真犯人
と対峙するが…。全７篇を収録。
▽煌(きらり) （志川 節子：徳間書店）
「祝言は挙げられない」 簪職人のおりよは、突然許婚の新之助にそう告げられ
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た。 目 が見えな い からか。悔しさを押し殺す おりよだったが… 。「闇に咲く 」
など、市井の人情を掬い取る、珠玉の時代小説６編を収録。
◎ 推理・ミステリー
▽スノウ・エンジェル （河合 莞爾：祥伝社）
蔓延する 違法薬物 の陰で進む“完全な麻薬(スノウ・エンジ ェル)”の開発。犯
人５名を射殺した元刑事と非合法捜査を厭わぬ女麻薬取締官が潜入捜査で炙り
出す、依存の闇と驚愕の W 計画とは。起こりうる近未来の薬物犯罪を描く。
▽探偵さえいなければ （東川 篤哉：光文社）
関東随一の犯罪都市と噂される烏賊川市では、事件もたくさん起こるけど、探
偵もたくさんいるのです。ひょっとしたら、探偵がいなければ事件も起こらな
いのかも…。安定感抜群のユーモアミステリー５編を収録した傑作集。
▽クジャクを愛した容疑者 （大倉 崇裕：講談社）
強面の窓 際警部補 ・須藤友三と、生き物オタクの女性巡査・薄圭子の名(迷)コ
ンビが「アニマル推理」で大活躍! 警視庁いきもの係シリーズ第４弾。
▽宮辻薬東宮 （宮部 みゆき，辻村 深月，薬丸 岳，東山 彰良，宮内 悠介：
講談社）
居酒屋で後輩への評価が先輩と一致したとき、僕は「あの話」を語りたくなっ
た。超人気作家５人が２年の歳月をかけて「つないだ」前代未聞のリレーミス
テリーアンソロジー。
▽黒い波紋 （曽根 圭介：朝日新聞出版）
借金取りから逃げ回る日々を送る元刑事・加瀬将造は、孤独死した父のアパー
トを訪ね、何者かが毎月 30 万円を送金していたことを知る。さらに天井裏には
古いビデオテープが…。
▽声なき叫び （小杉 健治：双葉社）
自転車で蛇行運転をしていた青年が、警察官に捕まり、取り押さえられている
ときに死亡した。県警は正当な職務だと主張。青年の父親の依頼で水木弁護士
が動いたのだが…。長編法廷ミステリー。
▽あなたの隣にいる孤独 （樋口 有介：文藝春秋）
<あの人>から逃れるために、母親と２人で住む場所を転々としてきた 14 歳の
玲菜には戸籍がない。ところがある日突然、母親が姿を消した。学校とも、社
会ともつながりのない少女を一人残して…。心震える物語。
▽変幻 （今野 敏：講談社）
警視庁捜査一課刑事の宇田川の同期、特殊犯捜査係の女刑事・大石が消息を絶
った 。 かつて公 安 にいて辞めさせられた同期 の蘇我と同じように… 。「同期 」
シリーズ完結篇。
▽深海の寓話 （森村 誠一：KADOKAWA）
元刑事の鯨井は、環状線で黒服集団に囲まれた OL を救ったことをきっかけに、
５人の仲間と共に私製の正義の実現を目指す。武器は経験、自由、そして覚悟。
リタイア後の男たちが巨大権力に挑む!
▽悪寒 （伊岡 瞬：集英社）
会社の不祥事の責任を取らされて、山形の関連会社に飛ばされた賢一。東京に
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暮らす妻の倫子から不可解なメールを受け取った数時間後、警察から、倫子が
賢一の会社の重役を殺したと知らされ…。
◎ ホラー・怪談
▽ししりばの家 （澤村 伊智：KADOKAWA）
幼馴染の平岩の家に招かれた果歩。不気味な音、部屋の隅に散る砂。怪異の存
在を訴える果歩に、平岩は異常はないと断言する。一方、その家に関わったせ
いで、「ザリザリ」という砂が脳を侵蝕する感覚に悩まされる男が現れ…。
◎ エッセイ
▽竜宮城と七夕さま （浅田 次郎：小学館）
浦島太郎が食べたご馳走と、滅多に会えない織姫と彦星の恋の行方に想いを馳
せる表題作をはじめ、「砂漠への帰還」「納豆礼讃」など、極上のエッセイを収
録。
▽母ではなくて、親になる （山崎 ナオコーラ：河出書房新社）
妊娠中に「母ではなくて、親になろう」と決めた。妻は作家で、夫は町の書店
員。妊活、健診、保育園落選…。赤ん坊が 1 歳になるまでの親と子の驚きの毎
日を綴ったエッセイ。
▽古都再見 （葉室 麟：新潮社）
先斗町のバーで津田三蔵の幻を追い、「司馬遼太郎のソファ」に新撰組を思う。
京都に仕事場を構えた作家が自由に思索する、歴史エッセイ集。知的興奮に満
ちた全 68 編を収録する。
▽風と共にゆとりぬ （朝井 リョウ：文藝春秋）
レンタル彼氏との全面対決、災難続きのホームステイ…。日常のエピソードを
綴る ほ か、『日 本経済新聞 』掲載のコラム を、 当時を振り返るコメント付き で
収録。
▽荒野に立てば （北方 謙三：新潮社）
大仕事を終えた私に訪れたのは、次の物語をはじめる不安と、迷う自分との決
別だった。人生の滋味、エッセイの醍醐味をあじわい尽くす一冊。

こどもの本
◎ 生活
▽臨床工学技士の一日 （WILL こども知育研究所：保育社）
医療・福祉の仕事で活躍する人の中から臨床工学技士を取り上げ、その一日を
写真で紹介。臨床工学技士になるためのルートや、学校、学費、働く場所、収
入などを解説する。
◎ 日本の作品
▽ちょっとおんぶ （岩瀬 成子：講談社）
ある日、つきちゃんは地面の盛り上がりにつまずいて転んでしまいました。す
ると、地面の中から「ちぇっ」と、小さい声が聞こえてきて…。動物の声が聞
こえる女の子つきちゃんのお話。
▽香菜とななつの秘密 （福田 隆浩：講談社）
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学年文庫の秘密、干支の秘密…。引っ込み思案で話すことが苦手な小学５年生
の香 菜 が、“聞 き上手”と “観察眼”を武 器に 、クラスメートと様々な謎を 解
決する! ほのぼの学校ミステリー。
▽時知らずの庭 （小森 香折：BL 出版）
「時知らずの庭」は、とくべつな庭。ほかのどこにもない植物がたくさん育っ
ている。見習い庭師のリスのホップは、謎めいた植物たちが起こす、ちょっと
変わった問題を解決することになり…。
▽５分後に涙のラスト （エブリスタ：河出書房新社）
５分で心を動かす超短編小説をテーマごとにまとめたシリーズ。過去アプリで
運命に逆らう「不変のディザイア」など、最高の感動体験８作を収録。
▽空をけっとばせ （升井 純子：講談社）
ゲーム好きで運動ぎらいな少年が“さかあがり”を攻略するためのヒントは、
スイカ農家のサッカー少年との友情の中にあった!? さかあがりができるように
なりたい悠斗と、サッカークラブに入りたい時生の友情物語。
◎ ヤングアダルト
▽お金ってなんだろう？ （長岡 慎介：平凡社）
毎日手にする、暮らしに密着したお金が世界を動かすしくみとは? そもそもな
ぜお金は人間社会に生まれた? 経済の未来は? 素朴な疑問を第一人者が質問形
式でひもといてゆく。話題のイスラーム経済もやさしくレクチャー。
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利用案内
開館時間
（４月１日～１１月末まで）
▽

午前９時～午後７時（日曜・祝日は５時まで）

（１２月１日～３月末まで）
▽

午前１０時～午後６時

休館日
▽毎
▽毎

週
月

火曜日
第３日曜日
月末整理日（月末が火曜日等で休館の場合は、その前日を休館）
▽年末年始（１２月２８日～１月３日）
▽蔵書点検日（３月１１日～１７日）・年度末整理（３月３１日）

貸出
▽利用者カードにより館外貸出をします。
▽図書・雑誌
一人
１０冊 １５日間
団体 １００冊 ３０日間
▽視聴覚資料
一人
５点 １０日間

里庄町立図書館ニュース
Ｎｏ．２９１ ２０１７．８．１
岡山県浅口郡里庄町里見２６２１
電話 ０８６５－６４－６０１６
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