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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。

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（２７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２７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。

お知らせ

お 願 い
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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ＣＤ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
◎４月 特設展示（新生活を応援する本・桜・お花見の本）

１日（土）あしべ絵画展～６日

詩歌鑑賞会 １３：３０～

２日（日）

３日（月）

４日（火）休館日

５日（水）押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００

６日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

７日（金）エルマーの工房 １３：３０～

８日（土）おはなしトトロ １４：００～

９日（日）おはなし会 １０：３０～

ちぎり絵教室「紙遊会」 ９：００～１６：００

組み木の広場「木楽工房」９：００～１６：００

１０日（月）

１１日（火）休館日

１２日（水）

１３日（木）

１４日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１５日（土）読書会 １３：３０～

１６日（日）休館日

１７日（月）

１８日（火）休館日

１９日（水）

２０日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

２１日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２２日（土）おたのしみ会（こどもの日）１４：００～１５：００

おはなしトトロ １４：００～

２３日（日）

２４日（月）

２５日（火）休館日
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２６日（水）

２７日（木）

２８日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２９日（土）

３０日（日）月末整理休館日

◎５月 特設展示（ミステリーベスト展、ブックオブザイヤー展）

１日（月）

２日（火）休館日

３日（水）押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００

４日（木）

５日（金）

６日（土）詩歌鑑賞会 １３：３０～

７日（日）ちぎり絵教室「紙遊会」 １０：００～１６：００

８日（月）

９日（火）休館日

１０日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

１１日（木）

１２日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１３日（土）おはなしトトロ １４：００～

１４日（日）おはなし会 １０：３０～

組み木の広場「木楽工房」９：００～１６：００

１５日（月）

１６日（火）休館日

１７日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

１８日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

１９日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２０日（土）読書会 １３：３０～

２１日（日）休館日

２２日（月）

２３日（火）休館日

２４日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

２５日（木）

２６日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２７日（土）おはなしトトロ １４：００～

２８日（日）

２９日（月）

３０日（火）休館日

３１日（水）月末整理休館日
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展示・催し案内
◎特設コーナー ４月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 新生活を応援する本・桜・お花見の本

◎あしべ絵画展
期 日 ４月１日（土）～６日（木） ９：００～１７：００

場 所 ２階展示室

内 容 里庄町の絵画グループ「あしべ会」の作品展

◎おたのしみ会（子どもの日）
期 日 ４月２２日（土） １４：００～１５：００

場 所 ２階視聴覚室

内 容 ‼巨大なこいのぼりを作ろう

◎特設コーナー ５月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 ミステリーベスト展、ブックオブザイヤー展

◎おはなしの会
※親子で楽しむおはなし会

日時 毎月 第１・第３ 木曜日 １０：３０～

内容 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 毎月 第２日曜日 １０：３０～

内容 幼児・小学生～大人を対象に、テーマを決めて実施します。

子ども読書週間行事
◎「読書の木」を育てよう！（４／２７～５／１０）
皆さんに読んでもらいたい本（一般書でも児童書でも可）をご紹介

ください。図書館フロアーに出現した「大きな木」におすすめの本を

紹介するカードを取り付けます。
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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 第２・４ 土曜日 １５：００～

・内容 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 毎週 金曜日（祝日を除く）１３：３０～

・内容 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 毎月第２日曜日 ９：００～１６：００

・内容 組木作製 ＊材料費実費負担

◎ちぎり絵教室「紙遊会」

・日時 毎月第２日曜日 ９：００～１６：００

・内容 ちぎり絵作製 ＊資料制作費負担

◎里庄歴史勉強会

・日時 毎月第４日曜日 １２：００～１７：００

・内容 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」

・日時 毎月第１水曜日 １２：００～１６：００

・内容 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 毎月第１土曜日 １３時３０分～

講師 定金恒次（倉敷芸科大学講師）

◎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

◎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
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会場

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

講師 リチャード・フリーマン

新着本の案内
２月中旬から３月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ コンピュータ・情報科学読みもの

▽超監視社会 （ブルース・シュナイアー：草思社）

すべてがネットにつながれる時代、私たちは超監視社会とも呼ぶべき社会を生

きている。何気ないネット、スマホ利用から想像を超える情報監視が進む実態

を赤裸々に描き、この社会の危うさに警鐘を鳴らす。

◎ 歴史

▽日本十二支考 （濱田 陽：中央公論新社）

日本列島に伝承された神話、物語、民俗、宗教などを考察し、個性あふれる十

二支動物を導き手として、生きとし生けるものが織りなす時空へと分け入る。

現代文明がはらむ課題を乗り越えようと企図した画期的な日本文化論。

◎ 政治・行政

▽タフな米国を取り戻せ （ドナルド・トランプ：筑摩書房）

過激な言動ばかりがマスコミによって強調されてきた、第 45 代アメリカ大統領
ドナルド・トランプ。実際にどんなアメリカを目指すのかを、自身の言葉で伝

える。

◎ 金融・通貨

▽トランプ・シフト （塚口 直史：朝日新聞出版）

保護貿易とチャイナショック再来、産油国の崩壊…。世界第３位の現役ヘッジ

ファンド・マネージャーが、トランプが大統領になった後の世界経済を地政学

・歴史・市場の観点から大胆に予測する。

◎ 福祉・介護

▽私と介護 （島田 洋七，春 やすこ，ねじめ 正一，酒井 章子，大久保 朱夏，

新藤 風，南田 佐智恵，安藤 桃子，富田 秀信，城戸 真亜子：新日本出版社）

誰もが介護し、介護される時代。悩みを抱え込まず向き合う秘訣とは。模索を

くり返しながら豊かな関係を育む、17人の介護経験を紹介する。
◎ 生き方・ライフスタイル

▽老後はひとり暮らしが幸せ （辻川 覚志：水曜社）

老後のひとり暮らしは寂しい。でもひとり暮らしのほうが、自由で、自分の努

力が報われやすい。高齢者へ、寂しさと不安を中心とした詳細なアンケート調

査を行い、ひとり暮らしの実際や生き方上手になれる工夫などを紹介する。

◎ 医学（一般）

▽本当は怖いデスクワーク （佐々木 さゆり：日本実業出版）
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長時間のデスクワークで高まる病気のリスクについて、その予防法や改善法と

ともに解説し、オフィスで座りながらすぐできるストレッチ法を紹介。健康的

なオフタイムの過ごし方と女性特有の症状等にも触れる。

▽つらい肩のこりと痛みがみるみるとれる （筒井 廣明，山口 光國，樋口 頼

子：技術評論社）

原因を知り、姿勢を正しくするだけで、肩こりの症状は驚くほど軽くなる。自

宅でできる肩のこり・痛みの解消法と、誰でもすぐできる運動法を紹介する。

▽ウルトラ図解歯周病 （渡辺 久：法研）

気づかぬうちに進行し、歯を失う原因となる歯周病。歯や歯周組織の基本的な

知識から歯周病の起きるメカニズム、最新の治療法、再発を防ぐためのケアの

方法や生活習慣の注意点まで、カラーイラストでわかりやすく解説する。

▽変形性膝関節症を治すコツがわかる本 （竹川 広三：主婦の友インフォス）

<ひざの痛み>変形性膝関節症がなぜ起こるのかを最新医学で解説。<ひざの痛
み>を楽にするストレッチと動作、簡単刺激法と特効漢方薬、<ひざの痛み>を
根源から断ち切るために必要な栄養素と特効食品などを紹介する。

◎ 医学（専門）

▽ナース・患者のための喘息マネージメント入門 （宮本 昭正：技術評論社）

喘息の管理と治療についてまとめた本。基礎知識から、発作の予防、世代別マ

ネージメント、薬物によるコントロール、自己管理の仕方まで、喘息予防・管

理ガイドライン 2015に準拠し、イラストを交えて、やさしく解説する。
◎ 建設・土木

▽日本の橋 （五十畑 弘：ミネルヴァ書房）

いろいろな出来事や小説の舞台となった橋にまつわる物語や、造形の対象とし

て見た橋の意匠、そして構造物の側面から見た橋の技術の視点から話題を設定。

これを通じて日本の文化と歴史をとらえる。

◎ 料理

▽使えるきのこレシピ （野永 喜三夫，谷 昇，佐藤 護，菰田 欣也：柴田書店）

低カロリーで食物繊維が豊富なきのこ。和食・フレンチ・イタリアン・中華の

シェフたちが、きのこ料理 104 品を紹介。短時間で作れる簡単な料理から、お
もてなしにも使えるおしゃれな料理まで、使えるレシピが盛りだくさん。

▽こうじ甘酒レシピ作りおき （伏木 暢顕：小学館）

健康と美容に効果てきめんの「甘酒」。しょうが甘酒だれ、玉ねぎ甘酒だれな

ど、不調知らずのからだをつくる 6 種の甘酒だれを、レシピの栄養価の説明や
おすすめの食べ方、代替してもおいしい食材とともに紹介する。

◎ 育児

▽ママは悪くない！ （ふじい まさこ：主婦と生活社）

子どもにやさしくするためには? 夫婦で仲良くいるためには? すべてのママた

ちに贈る、育児ヒント満載のコミック&エッセイ。2016 年 1、3 月放送の「NHK
スペシャル」の内容をベースとした科学の視点からの育児本。

◎ 商業

▽店長のためのお金の教科書 （平林 亮子：日経 BP社）
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売上と利益を増やし、無駄なコストを減らすには、膨大な「お店の数字」のど

こに着目すればよいのか。繁盛店の店長が必ずチェックしている「お店の数字」

を公認会計士が一からわかりやすくひもとく。

◎ 住まい・インテリア

▽ときめく文房具図鑑 （山崎 真由子：山と溪谷社）

一生付き合えるような万年筆とペン、ロングセラーだから買い足すことができ

る鉛筆やノート…。普遍的な文房具を用途別に紹介するほか、文房具の豆知識、

メカニズム、懐かしい文房具、様々な職業の人の愛用文房具などを掲載。

◎ 音楽

▽ボブ・ディラン マイ・バック・ページズ （河出書房新社）

アメリカを代表する音楽家、ボブ・ディランにさまざまな角度から迫る。保坂

和志×湯浅学の特別対談をはじめ、ピーター・バラカンら識者のインタビュー

・エッセイ・論考、ディスクレビューなどを収録。

◎ 伝統芸能

▽野村万蔵の狂言へござれ （野村 万蔵：淡交社）

和泉流狂言師・九世野村万蔵が、「蝸牛」「蚊相撲」「三番叟」など、13 の狂言
の演目をわかりやすく解説。演じ手の目から見た曲の魅力や見せ場も紹介する。

◎ アウトドアスポーツ

▽再発!それでもわたしは山に登る （田部井 淳子：文藝春秋）

人生が終わるそのときまで、人と山を愛した世界初の女性エベレスト登頂者、

田部井淳子。がん闘病中も精力的に活動し、2016 年 10 月 20 日に亡くなった著
者の遺稿集。

◎ TOEIC・TOEFL・英語検定

▽たった 3か月で TOEICテスト 940点！ （青山 さとる：ダイヤモンド社）

たった３か月の勉強の末、TOEIC 初受験で 940 点を取った、筋金入りの「英語
が苦手な落ちこぼれ中年サラリーマン」が、記憶力も集中力も衰える中、とに

かく点を取ることに集中したユニークな勉強法を紹介する。

◎ 日本の小説

▽海に向かう足あと （朽木 祥：KADOKAWA）
東京近海の小さな島で開かれるヨットレースに参加したクルーたち。だが、人

々は現れず、電話も繫がらない…。いったい世界で何が起きているのか? 心に

迫る切ないディストピア小説。

▽本を守ろうとする猫の話 （夏川 草介：小学館）

高校生の夏木林太郎は、祖父を突然亡くした。祖父が営んでいた古書店をたた

み、叔母に引き取られることになった林太郎の前に、人間の言葉を話すトラネ

コが現れ…。

▽東京クルージング （伊集院 静：KADOKAWA）
ドキュメンタリー番組で出逢った青年に強く惹きつけられた作家の私。だが、

彼には病魔が迫っており、さらに彼には決して忘れられない女性がいて…。

▽雪つもりし朝 （植松 三十里：KADOKAWA）
「私」は国立新美術館で軍服姿の不思議な男を見かけた。この地は、「二・二
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六事件」ゆかりである。首相・岡田啓介、侍従長鈴木貫太郎と妻のタカ、昭和

天皇実弟・秩父宮…。日本の平和へと繫がる、彼らの「この日」の物語。

▽そういう生き物 （春見 朔子：集英社）

薬剤師の千景とスナックに勤めるまゆ子。高校の同級生である２人は 10 年ぶり
に再会し、一緒に暮らし始める。わかりあえないながらも心寄せ合う２人が、

過去に抱える秘密とは?
▽スイミングスクール （高橋 弘希：新潮社）

父の不在。愛犬の死。実家の片づけ。そしてカセットテープの謎。母と娘との

繊細な関係を丁寧に描き出す表題作のほか、死の淵の娘を為すすべもなく見守

る父の姿を描く「短冊流し」を併録。

▽ビニール傘 （岸 政彦：新潮社）

侘しさ、人恋しさ、そして明日をも知れぬ不安感。大阪の片隅であてどない日

々を送る、複数の“俺”と“私”の物語…。

▽縫わんばならん （古川 真人：新潮社）

長崎の島の漁村の家の一族をめぐる四世代の来歴。語り合うことで持ち寄る記

憶の断片を縫いあわせて結実するものがたりは、意識の流れを縦横に編み込ん

で人生の彩りを織りなす。

▽隠す （大崎 梢，加納 朋子，近藤 史恵，篠田 真由美，柴田 よしき，永嶋

恵美，新津 きよみ，福田 和代，松尾 由美，松村 比呂美：文藝春秋）

机の中に、記憶の中に、人生のどこかに…。あなたが隠したいものは、なんで

すか?「隠す」をテーマに描かれる、不穏で切実な人間ドラマ。人気女性作家 11
人による書き下ろし短編集。

▽失われた地図 （恩田 陸：KADOKAWA）
日本各地の旧軍都に発生する「裂け目」。かつてそこに生きた人々の記憶が形

を成し、現代に蘇える。記憶の化身たちと戦う男女、遼平と鮎観。彼らが息子

を授かったことから運命の歯車が狂い始め…。

▽ついに、来た？ （群 ようこ：幻冬舎）

「お母さん、ぼけてるよ」 父の死後、年下の男に奔ったサチの母。70 歳で男
に捨てられ戻ってきたけど、どうも様子がおかしくて…。シリアスなテーマを

明るく綴る、全８編の連作小説。

▽ゼロ・アワー （中山 可穂：朝日新聞出版）

殺し屋に家族全員を殺され、ただひとり生き残った少女は復讐を誓う。その男

にたどり着く手がかりはタンゴとシェイクスピア…。圧倒的な切なさが胸を撃

つノワール長篇。

▽招待状 （赤川 次郎：光文社）

赤川次郎のファンクラブ会誌『三毛猫ホームズの事件簿』掲載のショートショ

ートを集成。ミステリー、サスペンス、ファンタジー…。会員から募集したタ

イトルを元に創作した 27の物語を収録。
▽なかなか暮れない夏の夕暮れ （江國 香織：角川春樹事務所）

本ばかり読んでいる稔、姉の雀、元恋人の渚、娘の波十、友だちの大竹と淳子

…。切実で愛しい小さな冒険の日々と、頁をめくる官能を描く長篇小説。
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▽合理的にあり得ない （柚月 裕子：講談社）

不祥事で弁護士資格を剝奪された上水流涼子は、探偵エージェンシーを運営。

明晰な頭脳と美貌を武器に、怪人物がらみの「あり得ない」依頼を解決に導く

のだが…。

▽紙のピアノ （新堂 冬樹：双葉社）

貧しさゆえにイジメに遭っていた白石ほのかは、町のピアノ教師・二ノ宮に音

楽的才能を見出される。音大に入ったほのかは、プロのピアニストを目指すた

め、コンクールに挑む…。

▽戦友たちの祭典 （森村 誠一：中央公論新社）

太平洋戦争を生き抜いた男たちが集結。無限の夢を抱えて逝った友の無念を晴

らす! 穏やかな余生を送る老人の元へ、かつての仲間が現れる。戦友の遺言に

導かれ、彼は修羅の巷へ…。

▽姥捨て山繁盛記 （太田 俊明：日本経済新聞出版社）

中断したダム建設計画の補償金で「シニアの郷」計画が進む山梨県北部の過疎

の村。初期の認知症で早期退職した 59 歳の男が「郷」に移り住んだ。男が水没
予定地を訪ねてみると、理想郷のような風景が広がっていて…。

▽不発弾 （相場 英雄：新潮社）

大企業に巨額の粉飾決算が発覚。捜査二課の小堀は事件の背後にひとりの男の

存在を摑む。彼が金融業界に仕込んだ「不発弾」は、予想をはるかに超える規

模でこの国を蝕んでいた…。

▽物件探偵 （乾 くるみ：新潮社）

利回り 12%の老朽マンション、ひとりでに録画がスタートする怪現象アパート
…。アヤシイ物件の謎、解けますか? 大家さんも間取りウォッチャーも大興奮

の、本気で役立つリアル不動産ミステリー。

▽終りなき夜に生れつく （恩田 陸：文藝春秋）

特殊能力を持って生まれ、少年期を共に過ごした３人の「在色者」は別々の道

を歩み、再会する。傭兵、入国管理官、そして稀代の犯罪者となって…。「夜

の底は柔らかな幻」のスピンオフ短篇集。

▽家と庭 （畑野 智美：KADOKAWA）
中山望は四季折々の花が咲く庭のある家で、母と姉と妹と暮らしている。ある

日、上の姉が娘を連れて帰ってきて、女５人との生活が始まり…。下北沢を舞

台に綴る、恋と家族の物語。

▽立川忍びより （仁木 英之：KADOKAWA）
ブラック企業を辞め、立川市の中華料理屋で引きこもっていた青年・多聞。両

親の借金のカタに見合いをさせられた相手は…。「忍者一家」で過ごすことに

なった青年の日常を描く成長物語。

▽ガーディアン （薬丸 岳：講談社）

スマホや SNSが普及し、教師は生徒の悩みを把握しきれない。いじめ、不登校、
夜間徘徊-荒れていた中学校は、匿名生徒による自警団「ガーディアン」によっ
て落ち着いた。赴任したばかりの秋葉は単身、学校の謎に迫るが…。

▽再起動 （岡本 学：講談社）
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僕は親友と教団を始めた。「修行を積めば、人格を再起動して生きづらさから

楽になれる」という教義に、順調に信者は集まるが…。表題作と、ユーモラス

な短編「高田山は、勝った」を収録。

▽救急病院 （石原 慎太郎：幻冬舎）

千代田区溜池にある中央救急病院に、地下鉄の人身事故で瀕死の重傷を負った

女性が運び込まれた。駆けつけた患者の父親によると、彼女はほどなく結婚す

る予定だという。担当チームは左脚の裂傷の高度な縫合手術に挑む…。

▽騎士団長殺し 第 1部 顕れるイデア編 （村上 春樹：新潮社）

私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっ

きりなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい晴れていた。それは孤独で静謐

な日々であるはずだった。騎士団長が顕れるまでは…。

▽騎士団長殺し 第 2部 遷ろうメタファー編 （村上 春樹：新潮社）

騎士団長がもう二週間近く私の前に姿を見せていないことも、とくに気にはし

なかった。そしてやがて次の日曜日がやってきた。きれいに晴れ上がった、慌

ただしい日曜日が…。

▽芝公園六角堂跡 （西村 賢太：文藝春秋）

厳寒の深夜、師・藤澤清造の終焉地に佇む北町貫多。何の為に私小説を書くの

か。予定調和とは無縁の、静かなる鬼気を孕んだ作品集。

▽スウィングしなけりゃ意味がない （佐藤 亜紀：KADOKAWA）
1939 年ナチス政権下のドイツ。15 歳のエディたちが熱狂しているのは頽廃音楽
と呼ばれるスウィングだ。だが音楽と恋に彩られた彼らの青春にも、徐々に戦

争が影を落としはじめ…。

▽ぼくの死体をよろしくたのむ （川上 弘美：小学館）

彼の筋肉の美しさに恋をした<わたし>、魔法を使う子供、猫にさらわれた<小
さい人>…。恋愛小説から SFまで、ジャンル分け不能な、奇妙で愛しい物語全 18
篇を収録。

▽星に願いを、そして手を。 （青羽 悠：集英社）

中学生の頃、4人の親友を繫げていたのは「宇宙」への果て無き好奇心だった。
やがて離れ離れになった彼らは大人になり、それぞれ別の道を歩いていたが、

大切な人の死をきっかけに再会し…。

▽岩場の上から （黒川 創：新潮社）

2045 年、核燃料最終処分場造成が噂される町。そこに聳える伝説の奇岩。17 歳
の少年と町の人びとを中心に、<戦後百年>の視点から日本の現在と未来を射抜
く壮大な長篇小説。

▽ゆらぐ玉の緒 （古井 由吉：新潮社）

陽炎の立つ中で感じるのも、眠りの内のゆらめきの、余波のようなものか…。

往還する時間のあわいに浮かぶ生の輝き、ひびき渡る永劫。一生を照らす、生

涯の今を描く古井文学の集大成。全８篇を収録。

▽産まなくても、産めなくても （甘糟 りり子：講談社）

不妊治療中の女性たちの集いで、卵巣の劣化の話を聞いて愕然となり…。「タ

ーコイズ」ほか、顕微授精や男性不妊など、妊娠と出産にまつわるテーマを切
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り取った７つの物語を収録。

◎ 歴史・時代小説

▽主君 （高殿 円：文藝春秋）

人はなんのために人に仕えるのか。家康に寵愛された井伊家第 17代当主で、「赤
鬼」の異名を取る井伊直政と、家臣・木俣守勝を描いた歴史ドラマ。

▽柳生三代の鬼謀 （鳥羽 亮：徳間書店）

上泉伊勢守から無刀取りの奥義を受け継いだ石舟斎。徳川将軍家兵法指南役と

なり天下に新陰流の名を轟かせた宗矩。廻国修行で己の剣を磨き流派の深化に

務めた十兵衛。偉大なる剣客三代を活写する。

▽蘇我の娘の古事記 （周防 柳：角川春樹事務所）

栄華絶頂の蘇我氏が討たれた乙巳の変から数年。日本の黎明に揺れる政争が、

盲目の少女を数奇な運命へと導く。許されぬ恋、王位継承の争い…。壬申の乱

を舞台に、「古事記」の作者は誰かという古代史最大の謎に挑む長篇小説。

▽木足の猿 （戸南 浩平：光文社）

明治９年、英国人が連続して斬殺され、その生首がさらされるという事件が起

きた。刎頸の友の仇を追って脱藩した、居合の達人にして左足が義足の奥井隆

之は、「ディテクティヴ」として生首事件の犯人を追うことに…。

▽夢窓 （服部 真澄：PHP研究所）
武士の子でありながら９歳で出家し、南北朝の動乱の時代を生きた禅僧・夢窓

疎石。足利尊氏や後醍醐天皇、さらには７代の天皇から師と仰がれた男の生涯

を通して、謎多き時代を俯瞰する歴史小説。

▽鬼門の将軍 （高田 崇史：新潮社）

大手町の将門塚に転がる生首、宇治川に浮かぶ首なし死体。怪事件が続発し、

京都府警が捜査を進める一方で、事件に関わりを持った響子は将門怨霊伝説の

真偽を追う。伝説の真実と事件の真相は…。

▽敵の名は、宮本武蔵 （木下 昌輝：KADOKAWA）
数々の剣客を斃した宮本武蔵。剣聖と呼ばれた男と戦った者たちは、武蔵の剣

に、なにを見たのか。７人の敗者たちから宮本武蔵の真の姿を描く。

▽燕雀の夢 （天野 純希：KADOKAWA）
織田信長、豊臣秀吉。戦国時代を戦い抜いた英傑たちと、その父の姿を、圧倒

的な筆致で描く歴史小説全６篇を収録。歴史に埋もれてしまった真の父子の姿

を明かす。

▽今ひとたびの、和泉式部 （諸田 玲子：集英社）

優れた歌人として、また藤原道長から「うかれ女」と呼ばれ、恋多き女として

語られる和泉式部。しかし、そこには切ないわけが…。謎多き和泉式部の生涯

を、新たな視点から描いた長篇歴史小説。

▽北斎まんだら （梶 よう子：講談社）

葛飾北斎の弟子になるため江戸へやって来た三九郎。だが、娘のお栄に火事見

物につき合わされたり、枕絵のモデルをやらされたり。そんな折、北斎の枕絵

の贋作が出回っていることがわかり…。

◎ 推理・ミステリー
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▽テロリストの処方 （久坂部 羊：集英社）

医療費の高騰で病院に行けなくなる人が急増した日本。医療勝ち組と負け組に

患者が二分される中、勝ち組医師を狙ったテロが連続して発生する。現場には

「豚ニ死ヲ」の言葉が残され…。

▽最終兵器は女王様 （福田 和代：祥伝社）

サイバー戦争を回避させた元防衛省サイバー防衛隊のしのぶと、元警視庁サイ

バー捜査員の桃花は IT 探偵事務所に転職。すると、闇に葬られかけていた 20
年前のある重大事件が再び動き出し…。

▽ SCS 上 （五十嵐 貴久：光文社）

有梨が所属するストーカー犯罪対策室に 35 歳の主婦から相談が寄せられた。２
カ月もストーカー被害が続いているという。一方、有梨も「S」と名乗る人物
から無数のメールを送られていて…。

▽バラ色の未来 （真山 仁：光文社）

首相官邸にプラスチックのコインを投げつけていたホームレスは、総理の IR 指
南役と呼ばれた元名物町長だった。誘致失敗の裏に何があったのか、新聞社の

結城洋子は徹底的に追及しようとするが…。

▽誘拐捜査 （緒川 怜：光文社）

八王子での少女誘拐事件が、14年前の誘拐事件の「真相」を暴く!? さらに誘拐
犯の「告白」には社会に衝撃を与えるたくらみが仕掛けられ…。20 年前の行方
不明事件で心に傷を負う刑事・楢橋が過去と現在の誘拐事件に挑む。

▽回帰 （今野 敏：幻冬舎）

爆弾による自動車爆発が起き、刑事の樋口顕は情報収集に乗り出す。その最中、

娘の照美がバックパッキングで海外に行きたいといい…。警察組織と家庭の間

で揺れ動く刑事の奮闘をリアルに描く。

▽人間じゃない （綾辻 行人：講談社）

単行本未収録作品集。「人形館の殺人」の後日譚「赤いマント」、「どんどん橋、

落ちた」の番外編「洗礼」、「深泥丘奇談」の番外編「蒼白い女」など、自作と

さまざまにリンクする短編・中編全５編を収録する。

▽プレイバック （レイモンド・チャンドラー：早川書房）

列車で到着するという若い女の尾行を依頼された私立探偵フィリップ・マーロ

ウ。依頼主の高圧的な態度に苛立ちながらも駅に出向くと、彼女には不審な男

がまとわりつき…。「私立探偵フィリップ・マーロウ」シリーズの新訳。

◎ ホラー・怪談

▽かわうそ堀怪談見習い （柴崎 友香：KADOKAWA）
中学時代の同級生たまみと再会してから、私の日常は少しずつ歪みはじめる。

行方不明になった読みかけの本、暗闇から見つめる蜘蛛…。怖いものを詰め込

んだ怪談集。

◎ エッセイ

▽毎日っていいな （吉本 ばなな：毎日新聞出版）

この歳になって、新しくなにかを取得できるなんて、なんてすばらしいことだ

ろう。それがたとえめだかの卵を素手で採取することであっても…。読むほど
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に日々が愛おしくなる 50のエッセーを収録。
▽無意味な人生など、ひとつもない （五木 寛之：PHP研究所）
「今見える道だけがあなたの道ではない」「人生には、立ち止まるべき時があ

る」「生きていることは、ありえないほど貴重なこと」…。人生の意味に悩み、

苦しむ人へ向けて五木寛之が贈る、珠玉のメッセージ集。

◎ 手記・ルポタージュ

▽車いす弁護士奮闘記 （高田 知己：金融財政事情研究会）

苦難を乗り越えた車いす弁護士の奮闘記。18 歳の春に起きた運命の事故から、
司法修習を経て独立開業するまでの道のりや、弁護士としての 1 日、弁護士業
務の魅力、バリアフリーに関する経験などを綴る。

こどもの本
◎ 理科・自然科学

▽宇宙からのことば （毛利 衛：学研プラス）

宇宙飛行士たちは、宇宙で何を見て、何を感じるのでしょうか? 宇宙飛行士た

ちが宇宙で感じて残したことばを、宇宙飛行士の毛利衛が解説。

◎ 日本の絵本

▽こけしがこけて （新井 洋行：鈴木出版）

こけしがこけて、だるまがだまると、あかべこ、あっかんべー。おきあがりこ

ぼし、怒りだし、困ったこまと、でんでんだいこも、でんでんでんでん、大こ

うふん。きじうま、やじうま、集まって…?
▽うみのとしょかん （森田 みちよ：講談社）

ここは、海の図書館。小さいタコは、「陸の動物」の図鑑から、母さんとそっ

くりな目をした動物を発見し…。ヒラメの図書館員を中心に、海の図書館でく

りひろげられるやさしい童話。

◎ 外国の絵本

▽おむかえパパ （オレリー・ギュレ：主婦の友社）

パパの車は今日も調子が悪い。もし動かなくなったらお迎えに来られない。そ

うなったら、隣のおじさんのトラクターを借りたり、鳥を集めて飛んでもらっ

たり…。「送り・迎え」の時間が親子の楽しい思い出になる絵本。

▽ソフィアのとってもすてきなぼうし （G.ブライアン・カラス：BL出版）
みんなに編んでばかりで、自分の帽子がないゴールドマンおばちゃま。ソフィ

アは、おばちゃまに内緒で、編んであげることにしました。でも、編みあがっ

た帽子は…。
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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 週 火曜日

▽毎 月 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２９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．２８７ ２０１７．４．１
岡山県浅口郡里庄町里見２６２１
電話 ０８６５－６４－６０１６


