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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。

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。

お知らせ

お 願 い
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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。

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
◎９月 特設展示（防災の本展）

１日（土）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

英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

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 １０：３０～１１：３０

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

１０日（月）

１１日（火）休館日

１２日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

「佐藤清明」特設サイトを開設

佐藤清明（1905 ～ 1998）は、日本で初めての妖怪事典を出版した里庄出身の
博物学者です。また、佐藤清明の業績を研究するための団体「清明研究会」

の活動の様子などをのせています。忘れられた知の巨人「佐藤清明」に興味

のある方、ぜひご覧ください。
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１３日（木）お話宅配便 東小５年 １４：００～１４：４５

１４日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１５日（土）

１６日（日）休館日

１７日（月）

１８日（火）休館日

１９日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

２０日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

お話宅配便 西小２年 １３：３５～１４：０５

２１日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２２日（土）おはなしトトロ １４：００～

２３日（日）夏休み児童作品展～１０月１日（月） ９：００～１７：００

２４日（月）

２５日（火）休館日

２６日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

２７日（木）お話宅配便 東小４年 １４：００～１４：４５

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

◎１０月 特設展示（芥川賞・直木賞展）

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

英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

４日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

５日（金）お話宅配便 東幼 １０：００～１０：４５

エルマーの工房 １３：３０～

６日（土）詩歌鑑賞会 １３：３０～

７日（日）

８日（月）

９日（火）休館日

１０日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

お話宅配便 東小６年 １３：３０～１４：１５

１１日（木）

１２日（金）中学校美術作品展 ～１８日（木） ９：００～１７：００

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 １０：３０～１１：３０

ちぎり絵教室「紙遊会」 ９：００～１６：００
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組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００

１５日（月）

１６日（火）休館日

お話宅配便 東小２年 １４：００～１４：４５

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）第３回清明を読む会 １３：００～

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）お話宅配便 西小３年 １３：３５～１４：０５

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）おたのしみ会「ハロウィーン・パーティ」１４：００～１５：００

２９日（月）

３０日（火）休館日

３１日（水）月末整理休館日

展示・催し案内
◎特設コーナー ９月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 防災の本展

◎夏休み児童作品展
期 日 ９月２３日（日）～１０月１日（月） ９：００～１７：００

場 所 ２階 展示室

内 容 里庄東小学校・里庄西小学校の作品を展示します。

◎特設コーナー １０月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 芥川賞・直木賞展

◎里庄中学校美術作品展
期 日 １０月１２日（金）～１８日（木） ９：００～１７：００

場 所 ２階展示室（南）

内 容 里庄中学校の美術作品を展示します。

◎おたのしみ会「ハロウィーン・パーティ」
期 日 １０月２８日（日） １４：００～１５：００
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場 所 ２階 視聴覚室

定 員 ２０人

材料費 ２００円（当日、集金します。）

内 容 ハロウィーンのランタンを作ります。

こわーい本の読み聞かせ。

ハロウィーンの扮装をして写真を撮ろう。

◎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 １０：３０～１１：３０

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。

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 １４：００～

・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。

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 １０：００～１６：００

・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

◎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

◎里庄歴史勉強会
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・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

◎清明研究会

日時 毎月１回 １３：００～ ２時間程度

会場 里庄図書館 ２階視聴覚室 その他

内容 佐藤清明についての研究、資料の整理など

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 １３：３０～

講師 定金恒次（倉敷市立短期大学 名誉教授）

◎英会話講座

日時 毎週 水曜日

昼クラス １３：００～１４：３０

夜クラス １９：００～２０：３０

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
７月中旬から８月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ 図書館

▽認知症予防におすすめ図書館利用術 ２（結城 俊也，好本 惠：日外アソシエーツ）

図書館を利用し、認知症予防の鍵=ワーキングメモリを鍛えよう。健康長寿のため
の読書として、声に出して読むことで体と心と脳によい朗読法を解説。

◎ 就職・転職ガイド

▽１週間で面接に自信がつく本 （渡部 幸：ナツメ社）

自分を変化させる、印象を変化させる、話し方を変化させる…。３万８千人の就職

・転職をサポートしてきたプロが、話すのが苦手な人でも、面接で自信をもって話

せるようになるメソッドを紹介。

◎ 社会・時事

▽いじめで死なせない （岸田 雪子：新潮社）

学校で激化するいじめの中で、生と死を分けたものは何か? 加害側少年の心理から、
微弱な SOS に大人が気づくための 11 のきっかけまで、記者・キャスターとして教
育問題を取材してきた著者が、親にできることを探る。

◎ 家庭教育
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▽佐々木正美の子育て百科 （佐々木 正美：大和書房）

急がなくても大丈夫です。子育てに近道はありません。しつけることと叱ること、

子どもがウソをついたとき、園が楽しくなるために必要なこと…。子どもの心の名

医が、子育ての大切な基本を教えます。Q&Aも収録。
◎ 冠婚葬祭・マナー

▽一生困らない子どものマナー （西出 ひろ子，川道 映里：青春出版社）

靴をぬいだら、どうする? 和室でやってはいけないことは? 謝るときはどう言う? ど
こに行っても、恥をかかないためのマナー(礼儀)を、子どもにもわかりやすい言葉
で、イラストを交えて紹介します。

◎ アウトドアスポーツ

▽これからはじめる山歩き （好日山荘おとな女子登山部：ナツメ社）

登山用品店「好日山荘」のおとな女子登山部のメンバーが、山歩きの基本を楽しく

紹介。山選びのポイントから、山ウェアや登山靴などの選び方、ストックの使い方、

山歩きのマナーまでを解説する。

◎ 日本の小説

▽水槽の中 （畑野 智美：KADOKAWA）
高校２年生の遙は、地味め男子・アルトのことが気になりはじめる。恋とは言い切

れない気持ちを遙が持てあましているうちに、アルトは他の女の子と…。17 歳の波
立つ心をかろやかに描く。

▽燃える波 （村山 由佳：中央公論新社）

諦めに満ちた夫婦関係、女として見られない寂しさ。再会した同級生は、美しい男

に成長していて…。秘められた想いが燃え上がる、激しくも密やかな恋の軌跡を描

いた「婚外恋愛」小説。

▽神に守られた島 （中脇 初枝：講談社）

沖縄のすぐそばにある沖永良部島。大戦末期、米軍機による激しい攻撃を受けるが、

島のこどもたちはいきいきと過ごしていた。そんなある日、島に特攻機が不時着す

るという事件が起き…。

▽パラレルワールド （小林 泰三：角川春樹事務所）

お父さんとお母さんと３人で仲良く暮らすヒロ君。でも、お母さんにはお父さんが

見えなくて…。不可思議な世界と、家族・少年の成長の物語。

▽ ISOROKU （柴田 哲孝：祥伝社）

欧州戦線への参戦を目論むルーズベルトは、開戦に踏み切らせるべく日本を挑発。

開戦やむなしに至った時、命運を託されたのは連合艦隊司令長官・山本五十六だっ

た…。

▽無限の玄/風下の朱 （古谷田 奈月：筑摩書房）

死んでは蘇る父に戸惑う男たちを描いた、『早稲田文学増刊女性号』掲載「無限の玄」

と、『早稲田文学』に掲載された、魂の健康を賭けて野球する女たちの物語「風下の

朱」を収録する。

▽風に恋う （額賀 澪：文藝春秋）

かつては全国大会連続金賞だったが、現在は見る影もない名門高校吹奏楽部に、黄
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金時代の部長がコーチとして戻ってきた。そして１年生の基を部長に任命し…。は

たして全国大会への切符を手にすることはできるのか!?
▽ブルーハワイ （青山 七恵：河出書房新社）

いま、わたしは、わっと泣きだしたいくらいの敗北感を覚える。あなたの心にそっ

と染み込む、至極の短篇集。表題作ほか「辰年」「聖ミクラーシュの日」など、全６

篇を収録する。

▽送り火 （高橋 弘希：文藝春秋）

東京から山間の町に引越した中学３年生の歩。級友とも、うまくやってきたはずだ

った。あの夏、河へ火を流す日までは…。自然は沈黙し、少年たちは血の遊戯に熱

狂する！

▽この世界で君に逢いたい （藤岡 陽子：光文社）

恋人と与那国島へ旅行に来た須藤周二は、「島留学」中の美しい少女・久遠花と出会

う。何かを探しているという花の姿が、周二には不幸な事件で亡くした従妹に重な

って見えた。数日後、花が姿を消し…。

▽しき （町屋 良平：河出書房新社）

夢もなければ特技もない、クラスの人気も興味ない。フツーの高校２年生・星崎は、

ある日、河原で暮らす友人・つくもから、子どもができたと打ち明けられて…。

▽下町ロケット ３ （池井戸 潤：小学館）

ロケットエンジン用バルブシステムの納入先・帝国重工の業績悪化、主要取引先か

らの非情な通告、そして番頭・殿村に訪れた危機…。予期せぬトラブルにより窮地

に陥った佃製作所で、社長・佃が下した意外な決断とは。

▽彼女は頭が悪いから （姫野 カオルコ：文藝春秋）

女子大に進学した美咲と、東京大学理科Ⅰ類に進学したつばさ。ふたりは恋に落ち

たはずだった。渦巻く人々の妬み、劣等感、格差意識。そして起こった集団わいせ

つ事件。しかし、世間に叩かれたのは被害者の美咲のほうだった…。

▽ショコラティエ （藤野 恵美：光文社）

母子家庭で育った聖太郎と、大宮製菓の御曹司・光博は、共通の趣味であるお菓子

作りを通して親友に。だが、些細な出来事から、疎遠となってしまい…。ちょっぴ

り甘くてほろ苦い成長ストーリー。

▽一億円のさようなら （白石 一文：徳間書店）

連れ添って 20年。発覚した妻の巨額隠し資産。続々と明らかになる家族の秘密。爆
発事故に端を発する化学メーカーの社内抗争。もう誰も信じられない。鉄平は人生

を取り戻すための大きな決断をする…。

▽夏空白花 （須賀 しのぶ：ポプラ社）

ボールもない、球場もない。それでも、もう一度甲子園で野球がしたい。敗戦で全

てを失った日本人が、GHQ に挑んだもう一つの“戦争”、「高校野球の再建」を賭け
た戦いを描く。

▽正義の申し子 （染井 為人：KADOKAWA）
カリスマユーチューバーの純は、不当請求業者をおちょくる動画配信に成功する。

その餌食となった悪徳請求業者・鉄平は、純を捕まえるべく動き始めた。出会うは
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ずのなかったふたりが巻き起こす、大トラブルの結末は…。

▽四十歳、未婚出産 （垣谷 美雨：幻冬舎）

40 歳を目の前にして思わぬ妊娠に揺れる、旅行代理店勤務の優子。お腹の子の父親
であるイケメン部下、田舎の母親、パワハラ上司…。お腹はどんどん大きくなるけ

れど、本当のことはなかなか言えず…。全ての女性への応援小説。

▽蹴爪(ボラン) （水原 涼：講談社）

闘鶏場の胴元である父親が、村を守る祠をつくる責任者となった日から、ベニグノ

の周囲は少しずつ変わり始め…。熱くて不穏な暴力を描いた表題作はじめ、全２編

を収録。

▽大人は泣かないと思っていた （寺地 はるな：集英社）

隣の老婆が庭のゆずを盗む現場を押さえろと父から命じられた翼。ところが、捕ら

えた犯人もその目的も、まったく予想外で…。表題作をはじめ、人生が愛おしくな

る、魔法のような物語全７編を収録。

▽新・水滸後伝 上巻 （田中 芳樹：講談社）

方臘征伐のあと、散り散りとなった梁山泊の好漢たち。不思議な縁に導かれ、再結

集した面々は、悪を懲らしめ弱きを助け、理想に向かってひた走る。「水滸伝」の後

日を描いた中華歴史伝奇。

▽新・水滸後伝 下巻 （田中 芳樹：講談社）

北からは金軍、西からは謎の術師・薩頭陀。強大な敵と対峙する梁山泊の好漢たち

が、新たな仲間とともにたどり着く新天地とは? 「水滸伝」の後日を描いた中華歴

史伝奇。

▽星をつなぐ手 （村山 早紀：PHP研究所）
桜風堂書店を託され、昔の仲間たちとともに「四月の魚」をヒット作に導いた一整。

しかし地方の小さな書店では人気作の配本がなく、出版の営業も相手にしてくれな

い。そんな折、昔在籍していた書店のオーナーから呼び出され…。

▽シンドローム 上 （真山 仁：講談社）

電力業界に狙いを定め、鷲津が総本山「首都電力」に買収を仕掛けようとした矢先

の 2011年 3月、東北を未曾有の地震、津波、原発事故が襲い…。ハゲタカシリーズ。
▽シンドローム 下 （真山 仁：講談社）

官邸は迷走、首都電は責任回避に奔走。原発メルトダウンの危機は確実に進行する。

表向き救世主として振る舞う鷲津の本当の狙いは? ハゲタカシリーズ。
▽赤い靴 （大山 淳子：ポプラ社）

７歳の誕生日の夜、葵は母親を目の前で惨殺された。誰が何のために母を殺したの

か。奇跡的に生き延びた葵がたどり着いたのは、老人と犬が支配する人跡未踏の山

中だった。葵は隔絶された世界で成長するが…。

▽ふたりぐらし （桜木 紫乃：新潮社）

元映写技師の夫、信好。母親との確執を解消できないままの妻、紗弓。一緒にくら

すと決めたあの日から、少しずつ幸せに近づいていく。そう信じながら、ふたりは

夫婦になり…。

▽公園へ行かないか？火曜日に （柴崎 友香：新潮社）
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世界各国から作家や詩人たちが集まる IWPに参加した著者が、議論をし、街を歩き、
アメリカ大統領選挙を目撃した３か月を描く連作小説集。表題作ほか全 11篇を収録
する。

▽ハレルヤ （保坂 和志：新潮社）

生きている時間も死んでいる時間も、光や歓びや恩恵に満ちている。片目の猫、花

ちゃんとの最後の日々を描いた表題作のほか、川端康成文学賞受賞作「こことよそ」

など、生きること・死ぬことの発見を描いた 4つの短篇を収録。
▽文字渦 （円城 塔：新潮社）

秦の始皇帝の陵墓から発掘された３万の漢字。昔、文字は生きていた?! 表題作ほか、
文字の起源から未来までを幻視する全 12編を収録。
▽秒速 11.2キロの熱情 （直原 冬明：講談社）

JAXAの新型ロケットの打ち上げが、コンピュータのハッキングにより妨害された。
矢継ぎ早に放たれる犯人の謀略に翻弄されつつも、知力を尽くして奮闘する AI 技
術者・天野だったが、水面下では新たな陰謀が…。

◎ ファンタジー

▽むすびつき （畠中 恵：新潮社）

前世の若だんなに会ったってぇ!? 自称「若だんなの生まれ変わり」という死神が３
人も長崎屋に乗り込んできた! 一太郎に何が? 「しゃばけ」シリーズ第 17弾。
◎ 歴史・時代小説

▽地に滾る （あさの あつこ：祥伝社）

藩政の刷新を願い脱藩した天羽藩上士の子・伊吹藤士郎は、江戸の大地を踏み締め

る。そこで貧し、迷い、慟哭しながら、自由に生きる素晴らしさを知り…。青春時

代小説。

▽赤い風 （梶 よう子：文藝春秋）

原野を２年で畑地にするよう命じた川越藩主・柳沢吉保。暗躍する“懐刀”荻生徂

徠。その狙いは領民の生活を豊かにするためか、年貢を徴収するためか。身分をこ

え、武士と農民が大開拓に挑む。

▽大友の聖将(ヘラクレス) （赤神 諒：角川春樹事務所）

自慢の十字槍の腕前で大友の宿将・戸次鑑連に仕官を許された柴田治右衛門。大友

宗麟の近習となり順調に出世してゆくが、愛する女性のために主君を裏切り、蟄居

を命じられ…。歴史小説エンターテインメント。

▽任俠浴場 （今野 敏：中央公論新社）

ヤクザの親分・阿岐本雄蔵は、困った人をほっとけない上、文化事業好きな性格。

今度は赤坂の路地裏にある古びた銭湯を立て直すことに! 阿岐本、代貸・日村らは

銭湯にお客を取り戻せるのか?
▽ギケイキ ２ （町田 康：河出書房新社）

兄頼朝との対面&対立、恋人静との逃避行…。千年の時を超え、源義経が自らの物
語を語る! 古典「義経記」が現代に甦る、抱腹絶倒の超大河小説。
▽秘録島原の乱 （加藤 廣：新潮社）

舟で大坂湾を離れた豊臣秀頼。彼は大坂夏の陣を生き延びていた。島原に旧豊臣配
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下が集結し…。そして出自の謎を持つ天草四郎は、一人ではなかった!「加藤史観」
が時空を駆ける長編時代小説。

▽小説曲直瀬道三 （山崎 光夫：東洋経済新報社）

信長、秀吉、光秀の命を預かり、家康に医術を授けた名医がいた。戦国の世、市井

の人々から多くの武将まで、わけへだてなく診た医師・曲直瀬道三の生涯を描く。

▽大ぼら吹きの城 （矢野 隆：KADOKAWA）
城下町で初めてみた美しい女性に求婚し、戦場では命を惜しみ逃げ回る。そして信

長からは、禿げ鼠と誹られる男、藤吉郎。嫁も出世も、城すらも法螺で摑んだ男は、

なぜ強者や信長をも惹きつけたのか。書き下ろし長篇歴史小説。

▽悪玉伝 （朝井 まかて：KADOKAWA）
大阪の炭問屋の跡継ぎ問題。噂は江戸にまで届き、将軍・徳川吉宗や寺社奉行・大

岡越前守忠相の耳に入る一大事に。謂れなき罪に問われた吉兵衛は、己の信念を貫

くため、大勝負に挑む。

▽蝶のゆくへ （葉室 麟：集英社）

北村透谷や島崎藤村らが教師を務める明治女学校に学ぶ星りょう(後の相馬黒光)は、
自分らしく生きたいと願い、葛藤する新時代の女性たちと心を通わせていき…。歴

史長編。

▽破蕾 （冲方 丁：講談社）

旗本の屋敷を訪ねたお咲を待ち受けていたのは…。「咲乱れ引廻しの花道」をはじめ、

許されざる逢瀬に興じる男女の、狂気と艶美の悦びを描いた全３編を収録。

▽襲来 上 （帚木 蓬生：講談社）

僧侶・日蓮は、幕府が法華経を用いなければ、国内の災害が続き他国からの侵略を

受けると予言した。日蓮に仕えていた見助は、その耳目となって予言を確かめるた

め、九州の対馬に一人で赴くことに…。元寇の真実を描く歴史長編。

▽襲来 下 （帚木 蓬生：講談社）

対馬に遣わされた見助は、島に辿り着くと、蒙古の情報を次々と入手する。その間、

日蓮は数々の法難に遭うが、二人の間で手紙のやりとりは続いた。そして十余年後、

ついに蒙古が動いたとの情報が…。元寇の真実を描く歴史長編。

◎ 推理・ミステリー

▽ミダスの河 （柄刀 一：祥伝社）

信玄の埋蔵金伝説が残る山梨で、殺人と誘拐が同時発生。それぞれの事件を追う国

民的名探偵・浅見光彦と、IQ190 の天才探偵・天地龍之介が邂逅した時、武田家を
支えた、戦国時代から続く名家の謎が浮上し…。

▽絶対解答可能な理不尽すぎる謎 （未須本 有生：文藝春秋）

「状況証拠が犯人を作る?」「わずかな記憶を頼りに、消えた熱帯魚を特定せよ」…。
ワイン、バラ、熱帯魚など、それぞれの専門知識を武器に、７人の素人探偵が日常

の謎を解く。

▽彼女の恐喝 （藤田 宜永：実業之日本社）

奨学金を利用し、六本木のクラブで働きながら都内の女子大に通う圭子。クラブの

客・国枝が殺人事件の起きたマンションから飛び出して来たのを見た圭子は、彼に
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脅迫状を送り…。

▽友を待つ （本城 雅人：東京創元社）

伝説の週刊誌記者が、不法侵入と窃盗の容疑で逮捕された。取り調べ中に語った「友

を待つ」という一言の真意とは。後輩記者たちは、10 年前のある官僚との因縁に気
づき…。

▽銀幕のメッセージ （鯨 統一郎：光文社）

マスター、工藤、山内のヤクドシトリオ、桜川東子、アルバイトのいるかちゃん。

刑事や推理自慢の映写技師も加わり、今夜も酩酊推理は加熱中! しかし変化の兆し

が…。バー・ミステリーシリーズ。

▽能面検事 （中山 七里：光文社）

大阪地検一級検事・不破俊太郎。ストーカー殺人事件を調べるうちに、容疑者のア

リバイは証明され、捜査資料の一部紛失が発覚。やがて事態は大阪府警全体を揺る

がす一大スキャンダルへと発展し…。

▽焦土の刑事 （堂場 瞬一：講談社）

1945 年東京大空襲の日、防空壕で女性の遺体が発見される。首には刃物による切り
傷が。犯罪として捜査を進める京橋署刑事の高峰だが、署長から「空襲の被害者だ」

と言われる。殺人事件のもみ消し、そしてまた殺人が起き…。

▽マトリョーシカ・ブラッド （呉 勝浩：徳間書店）

陣馬山で発見された白骨死体の傍らに、謎の薬物が入ったマトリョーシカが埋めら

れていた。その男は５年前、神奈川県警が組織ぐるみで隠蔽した事件の関係者だっ

た。県警に激震が走る中、八王子で第二の惨殺死体が発見され…。

▽インジョーカー （深町 秋生：幻冬舎）

外国人技能実習生が暴力団から 7000万円を奪うという事件が起きた。数々の難事件
を解決してきた警視庁上野署の美人刑事・八神瑛子は、夫を殺した犯人を突き止め

て以来、刑事としての目的を見失っていたが…。

▽生き残り （古処 誠二：KADOKAWA）
イラワジ河で敵機に襲われ中州に籠城中、次々と命を落とす兵隊。いったい中州で

何があったのか? 息もできない閉塞感と驚天動地の展開の中で、人間存在のままな

らなさを鋭く突いた戦場ミステリー。

▽ツキマトウ （真梨 幸子：KADOKAWA）
ふとした日常の違和感、感情の掛け違いから、妄執に取り憑かれていく男女たち。

詐欺、ストーカー、リベンジポルノ、盗撮…。「愛」という大義の下の暴力をあぶり

出す。

▽スケルトン・キー （道尾 秀介：KADOKAWA）
19 歳の僕は、週刊誌記者の危険な仕事を請け負っている。僕のような人間をサイコ
パスと言うらしい。“もう一人の僕”が顔を出さないように気をつけて生きているが

…。

▽引火点 （笹本 稜平：幻冬舎）

犯罪収益の資金洗浄を取り締まるマネー・ロンダリング対策室。捜査対象だった仮

想通貨取引所の CEOに脅迫状が届く。ネット上を自在に飛び回る犯人に、刑事たち
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は頭脳戦を仕掛けるが…。

▽鏡の背面 （篠田 節子：集英社）

薬物依存症患者や DV 被害者の女性たちが暮らすシェルターで発生した火災。聖母
のように優しい「先生」は入居者を助け、死亡。皆が悲しむなか、死体は別人だと

発覚し…。

◎ ホラー・怪談

▽ぞぞのむこ （井上 宮：光文社）

見知らぬ駅に降りた島本。部下の矢崎は「すぐに離れたほうがいいですよ。ここは

漠市です」と言うが島本は漠市を通り抜けてしまい…。謎の都市・漠市にまつわる

５つの不条理ホラー。

◎ エッセイ

▽咳をしても一人と一匹 （群 ようこ：KADOKAWA）
しおらしさのひとつも見せず、女王様気取り。御年 19歳の“しい”は、ご近所最強
のメスネコとして、オスネコと渡り合っていた…。老猫との生活を、時に辛辣に、

時にユーモラスに描いたエッセイ。

▽切なくそして幸せな、タピオカの夢 （吉本 ばなな：幻冬舎）

人生は一度だけ。なるべく幸せでいた方がいい。なるべく愛する人と、おいしく食

べた方がいい。だれの胸の中にもある、亡き両親への思慕と子への情愛をあたたか

な筆致で描く。Soupy Tangによるイラスト付き。
▽七〇歳年下の君たちへ （五木 寛之：新潮社）

才能の質量は人によって違いますか? 何を「生きる目的」にしていますか? エリー
ト予備軍・灘高生達に、生きていく上でのピンチをいかに克服するか、丁寧に示し

た豊潤な授業の記録。母校早稲田大学での学生との対話も収録。

◎ ファンタジー

▽東遊記 （武内 涼：KADOKAWA）
唐の時代、すべての悪を支配する妖魔の王・蚩尤が目覚めようとしていた。その力

を完全に葬るため、封印されている蚩尤の眼を富士山に捨てに行く壮大な旅が始ま

る。その運命は一人の少女に託され…。大河冒険ファンタジー。

こどもの本
◎ 理科・自然科学

▽なぜこうなった？あの絶景のひみつ （増田 明代：講談社）

ウユニ塩湖やストロックル間欠泉、グランド・キャニオンといった世界の絶景はど

うやって生まれたのか。美しい風景にかくされた自然のしくみを、写真やイラスト

とともにわかりやすく解説する。

◎ 日本の作品

▽ひきがえるにげんまん （最上 一平：ポプラ）

ひきがえる、死んでどこに行ったの? 死ななかったら、何をしたかったの? 学校の
帰り道で、ぺっちゃんこのひきがえるを見つけたのんちゃんたちは…。「いのち」と
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「死」について考えはじめた子どもたちの物語。

◎ 伝記・ノンフィクションよみもの

▽ギャングを抜けて。 （工藤 律子：合同出版）

凶悪なギャング団が支配する街で生まれ育ち、ギャングの世界に片足を突っ込んだ

アンドレス。組織から、人を殺せと告げられた彼は、人殺しにならないため、ギャ

ング団から逃れるため、着の身着のまま逃げ出し…。

◎ 日本の絵本

▽ありがとう （いもと ようこ：至光社）

子どもたちが大好きなどんぐり。それは、おじいちゃんやおばあちゃんが子どもの

頃、みんなのために植えたもので…。過去から未来へとつなぐ想いと、そのつなが

りへの感謝の気持ちを、りすの親子の物語を通して伝える絵本。

▽もぐらはすごい （アヤ井 アキコ：アリス館）

まっくらな土の中に住んでいるもぐら。どうやって土を掘るんだろう? いつ寝て、

いつ起きるんだろう? もぐらが掘ったトンネルの中はどうなっているんだろう? 謎
だらけの暮らしを紹介します。

◎ 外国の絵本

▽よ〜く、みて！ （アニェーゼ・バルッツィ：小学館）

なにかな? なにかな? よ〜く、みて! ドーナツ、お花、いちご、にんじん、チョコレ
ートアイスキャンデー…。何に変わるかな? 折りたたんだページを広げると絵が変

わるしかけ絵本。

◎ ヤングアダルト

▽ドリーム・プロジェクト （濱野 京子：PHP研究所）
中学２年生の拓真は、かつて過ごした古い家を懐かしむ祖父を気にかけていた。家

屋の修繕を願っていた拓真は、クラウドファンディングで古民家再生を試みること

になり…。
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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２８日～１月３日）

▽蔵書点検日（３月３日～９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．３０４ ２０１８．９．１
岡山県浅口郡里庄町里見２６２１
電話 ０８６５－６４－６０１６

ふくちゃん ＆ 里ちゃん


