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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。

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。

お知らせ

お 願 い
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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
◎１月 特設展示（オリンピック・博覧会の本展）

１日（火）年始休館日

２日（水）年始休館日

３日（木）年始休館日

４日（金）エルマーの工房 １３：３０～

５日（土）

６日（日）

７日（月）

８日（火）休館日

９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

１０日（木）

１１日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１２日（土）おはなしトトロ １４：００～

１３日（日）おはなし会「心も体もあたたまる本」 １０：３０～１１：３０

ちぎり絵教室「紙遊会」 １０：００～１６：００

組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００

１４日（月）

１５日（火）休館日

１６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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１７日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

１８日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１９日（土）年賀状傑作展 ～２７日（日） １０：００～１７：００

２０日（日）休館日

２１日（月）

２２日（火）休館日

お話宅配便 東小２年 １４：００～１４：４５

２３日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

２４日（木）お話宅配便 西小１年 １３：５５～１４：２５

２５日（金）エルマーの工房 １３：３０～

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）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

３１日（木）月末整理休館日

◎２月 特設展示（映画になった本展）

１日（金）幼稚園児作品展～１１日（月）

エルマーの工房 １３：３０～

２日（土）

３日（日） 組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００

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～

お話宅配便 西幼 １０：００～１０：４５

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）おはなし会「愛の絵本」 １０：３０～１１：３０

ちぎり絵教室「紙遊会」 １０：００～１６：００

１１日（月）

１２日（火）休館日

１３日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

１４日（木）

１５日（金）合同作品展～２５日（月）

エルマーの工房 １３：３０～

１６日（土）

１７日（日）休館日

１８日（月）
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１９日（火）休館日

お話宅配便 西小２年 １３：５５～１４：２５

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）エルマーの工房 １３：３０～

２３日（土）おたのしみ会（ひなまつり）１４：００～１５：００

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

お話宅配便 東幼 １０：００～１０：４５

２８日（木）月末整理休館日

展示・催し案内
◎特設コーナー １月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 オリンピック・博覧会の本展

◎大原焼プロジェクト展
期 日 １月１６日（水）～２８日（水） １０：００～１８：００

場 所 １階 ロビー

◎年賀状傑作展
期 日 １月１９日（土）～２７日（日） １０：００～１７：００

場 所 ２階 展示室

◎特設コーナー ２月
場 所 カウンター前の特設架

内 容 映画になった本展

◎幼稚園児作品展
期 日 ２月１日（金）～１１日（月） １０：００～１７：００

場 所 ２階展示室（北）

内 容 東・西幼稚園児の作品を展示します。

◎合同作品展
期 日 ２月１５日（金）～２５日（月） １０：００～１７：００

場 所 ２階展示室（南）

内 容 里庄図書館で活動している、組み木の広場「木楽工房」・ちぎり絵教 室「紙

遊会」・押し花「ふしぎな花クラブ」の作品を展示します。

◎おたのしみ会（ひなまつり）
期 日 ２月２３日（土） １４：００～１５：００

場 所 視聴覚室

内 容 絵本の読み聞かせ、ひな飾りの製作など
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対 象 幼児・小学生と保護者（２０名）

◎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
・日時 毎月第４日曜日 １３：３０～１５：３０

・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
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講座案内
◎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
１１月中旬から１２月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ 著作権

▽ウェブサイトの著作権 Q&A （雪丸 真吾，福市 航介，宮澤 真志：中央経済社）

著作権に関する基礎知識から、動画・音楽・画像・文章など使いたいコンテンツご

との注意点まで、適切なサイト運営のための正しい知識を Q&A で解説する。削除
請求書などの書式も収録。

◎ 精神世界

▽凡人の怪談 （工藤 美代子：中央公論新社）

霊感はそれほどないのに、奇妙な出来事に遭遇してしまい…。「幽霊付きの物件」「背

中に乗っかった悪魔さん」など、お化けが見えたり不思議な体験をする著者の日常

を綴った 46話を収録。
◎ 歴史

▽江戸無血開城の深層 （磯田 道史：NHK出版）
徳川慶喜、勝海舟、和宮と篤姫、西郷隆盛の選択が、江戸無血開城を実現させた。

歴史学、現代政治論、脳科学など各分野の専門家とともに、歴史の「if」を考える。NHK
BSプレミアムの番組をもとに書籍化。
◎ 資格・職業ガイド

▽女子のための「手に職」図鑑 （華井 由利奈：光文社）

結婚、妊娠、出産、子育てと仕事に関する情報を、100 種類の職業ごとに分類。出
産後も好きな仕事を続けたいからこそ、知っておきたいリアルな現状を解説した、

女子のための仕事図鑑。

◎ 社会・時事

▽万引き依存症 （斉藤 章佳：イースト・プレス）

もっとも発生件数の多い、身近で深刻な犯罪「万引き」。人が万引きを始める背景に

は何があるのか。なぜ繰り返すのか。どうすれば止められるのか。依存症の専門家

が、万引き依存の実態を解き明かす。

◎ 医学（一般）

▽「ゴースト血管」に効く！ （伊賀瀬 道也：河出書房新社）
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健全な毛細血管が消えそうな状態に変化する「毛細血管のゴースト化」。毛細血管の

特徴や働きを解説し、「1 分かかと上げ下げ」など、ゴースト化の改善・予防に役立
つ運動、食事、日常の過ごし方などを紹介する。

◎ 日本の小説

▽不意撃ち （辻原 登：河出書房新社）

不意撃ち、それは運命の悪意か。失踪した風俗嬢の過去を追う男が辿り着いたのは、

伊勢の海に浮かぶ不思議な女たちの島だった…。「渡鹿野」ほか、人生の“予測不可

能”な罠を描いた全５作品を収録。

▽ショートショート美術館 （太田 忠司，田丸 雅智：文藝春秋）

１つの絵画から生まれる２つの物語。シャガール、モネなど古今東西の 10の名画を
テーマに、作家２人がショートショートを競作。

▽燃えよ、あんず （藤谷 治：小学館）

一癖も二癖もある面々が集う、下北沢の小さな書店。「ロリータ」愛読者、大麻合法

を主張する男、そして本を買わずに店で油を売る久美ちゃん。そんな彼女に新婚間

もなく不幸が訪れ…。

▽こちら横浜市港湾局みなと振興課です （真保 裕一：文藝春秋）

山下公園前に浮かぶ氷川丸、象の鼻パーク、コスモワールドの観覧車、戦前にあっ

た船員下宿、外国人居留区、横浜開港祭…。みなと振興課の名コンビが、ヨコハマ

に隠された謎を解き明かす！

▽海とジイ （藤岡 陽子：小学館）

漁師として生き、現在は末期ガンを抱えるジイと、いじめが原因で不登校となった

ひ孫が交わした約束とは。「海神」ほか、美しい海辺を舞台に繰り広げられる３人の

ジイの物語を収録する。

▽はんぷくするもの （日上 秀之：河出書房新社）

毅、30 代独身、自営業、資格ナシ、友だちひとり。岩手県沿岸の地・赤街のタタミ
十畳の仮設商店で、今日も 3413円のツケを巡る攻防がはじまる。被災後の日常に新
たな視座を拓く傑作。

▽いつか深い穴に落ちるまで （山野辺 太郎：河出書房新社）

人類は、地球を貫く穴を通れるのか? 日本-ブラジル間・直線ルート極秘開発プロジ
ェクト。大手建設会社の子会社の広報係・鈴木一夫は、この謎めいた事業の存在理

由について調査を開始するが…。

▽熱帯 （森見 登美彦：文藝春秋）

沈黙読書会で見かけた奇妙な本「熱帯」。それは、どうしても「読み終えられない本」

だった。結末を求めて悶えるメンバーが集結し、世紀の謎に挑む！

▽ゴー・ホーム・クイックリー （中路 啓太：文藝春秋）

終戦直後の昭和 21 年初め、最高司令官総司令部(GHQ)が、憲法草案を押し付けてき
た。この時、日本の未来のために抗った官僚と政治家たちの戦いを描く。

▽ダンシング・マザー （内田 春菊：文藝春秋）

養父による性的虐待を描いた自伝的小説「ファザーファッカー」から 25年。あの時、
母は何を考えていたのか。少女を追いつめた養父の虐待を、母の視点から描く。

▽かけらのかたち （深沢 潮：新潮社）

SNS に彩られて、恋人、夫婦、親子関係に新たな変化が兆している。現在進行形の
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不確かな「いま」の、その先の生き方に気づいていく人々を活写する６篇。

▽常設展示室 （原田 マハ：新潮社）

パリ、NY、東京。世界各地の美術館で、人生の岐路に立つ人々が出会う、運命を変
える一枚。アート小説の第一人者が、美術館の片隅で繰り広げられる人間ドラマを

描く短篇集。

▽ 108 （松尾 スズキ：講談社）

108、それは煩悩の数。妻から思いもかけない告白をされた脚本家・海馬五郎。彼が
挑む悪夢の決算とは。松尾スズキが監督・脚本・主演する 2019年公開の同名映画を、
自ら執筆した小説。

▽介護士 K （久坂部 羊：KADOKAWA）
有料老人ホームで入居者が転落死した。ルポライターの美和は虚言癖を持つ介護士

・小柳の関与を疑うが、彼にはアリバイがあり…。生と死のあり方を問う医療小説。

▽トッピング （川上 健一：集英社）

会社をクビになっても、世界一うまいピザ食わせちゃる! 乳ガンを患った妻のため

に夫の愛が大暴走し…。岡山弁飛び交う商店街を舞台に繰り広げられる“で〜れえ

”家族の物語。

▽花折 （花村 萬月：集英社）

画家の子に生まれた鮎子は油画で東京藝大に入る。ある日、大学の裏山でイボテン

と名乗る奇妙な男と出会い、身体の関係を持つことに…。みずみずしくも濃厚な愛

と生の物語。

◎ 歴史・時代小説

▽雑賀のいくさ姫 （天野 純希：講談社）

イスパニアに生まれたジョアンは、乗り込んだ船での内紛と難破のはてに、紀伊雑

賀のいくさ姫、鶴に拾われ…。戦国末期、雑賀水軍の姫・鶴が西国大名たちととも

に、日本に迫る大船団に一大海戦を挑む歴史海洋冒険小説。

▽雨上がり月霞む夜 （西條 奈加：中央公論新社）

火事で店を失った秋成は、幼なじみの雨月が結ぶ庵に居候することに。だが雨月は、

妖しを引き寄せる体質で…。「雨月物語」に大胆な現代的解釈を試みた珠玉の連作短

篇集。全９篇を収録する。

▽草々不一 （朝井 まかて：講談社）

身分としきたりに縛られた、武家の暮らし。仇討ち、就活、婿入り、剣術、罪と罰

…。切なくも可笑しい人生の諸相を描いた、時代小説短編集。

▽夜汐 （東山 彰良：KADOKAWA）
文久３年。苦界に沈んだ幼馴染みを救うため、やくざの賭場から大金をせしめた蓮

八。新選組の一員として身を隠すことにした蓮八に、報復として殺し屋「夜汐」が

差し向けられ…。

◎ 推理・ミステリー

▽救済 （長岡 弘樹：講談社）

放火犯として刑事に疑われた知的障害のある少年。夏休みの予定を時間割として書

くことに容疑と関わりが? 「夏の終わりの時間割」ほか、心を揺さぶられる短篇６

篇を収めたミステリー集。

▽偽りのラストパス （生馬 直樹：新潮社）
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バスケ部で全国を目指す見原陽司と弟・良哉の家に、地元の不良・小金井進が居候

することになった。バスケ部は地区予選を順調に勝ち進むが、小金井と仲間達の狼

藉は激しさを増していく。そしてある日、決定的な悲劇が…。

▽怪盗インビジブル （行成 薫：講談社）

生徒たちの持ち物の紛失が相次ぐ中学校で、まことしやかに囁かれる犯人の名前。

それは、人が一番大事にしているものを盗んでいくという怪盗インビジブル。悩み

を抱えた生徒たちが、盗まれたことで見つけたものは…。

◎ ホラー・怪談

▽そこにいるのに （似鳥 鶏：河出書房新社）

撮ってはいけない写真、剝がしてはいけないシール、見てはいけない URL、探して
はいけない場所…。読み進めるほど後悔する、13 の恐怖と怪異の物語。本格ミステ
リー界の旗手が挑む、初のホラー短編集。

◎ エッセイ

▽不良老人の文学論 （筒井 康隆：新潮社）

大江健三郎、ウンベルト・エーコなど、世界文学最前線から現代日本の気鋭作家ま

でを縦横に論じ来り、小松左京、丸谷才一らを悼み、自作裏話を打ち明け、宗教や

老いをも論じ去る。巨匠・筒井康隆の芳醇かつ物騒なるエッセイ集。

こどもの本
◎ 社会科

▽生き物のかたちと動きに学ぶテクノロジー （石田 秀輝：PHP研究所）
地球上でくらす生き物は、自然をこわさず、自分の体やくらし方を変えて、生きの

びてきました。生き物たちが身につけた、生きていくためのすぐれたテクノロジー

や能力を紹介します。

▽自然と生きもののねだん （藤田 千枝：大月書店）

動物園の動物はどこからやってくる? 実験動物が高いわけは? 富士山に登るにはい
くらかかる? アライグマの農作物被害はいくらなの? 自然と生きものに関わるねだ
んを通して、社会のしくみをわかりやすく説明する。

▽歴史が変わったあの一瞬 １ 古代編 （平泉 隆房，平泉 紀房：教育画劇）

女王卑弥呼とは何者だったのか? 聖徳太子が活躍した時代とは? 史実に基づく歴史
上の事柄を基本に、フィクションを交えて読みやすくまとめた３つのお話を収録す

る。

▽歴史が変わったあの一瞬 ２ 源平編 （平泉 隆房，平泉 紀房：教育画劇）

源氏と平氏が台頭した時代とは? 頼朝・義経兄弟をまちうけていた運命とは? 史実
に基づく歴史上の事柄を基本に、フィクションを交えて読みやすくまとめた３つの

お話を収録する。

▽なるほど日本地名事典 １ 都道府県名・北海道〜山形県（蟻川 明男：大月書店）

地名の由来から地域の歴史や地形が見えてくる! 日本の地名をイラストで楽しく紹

介。１は、都道府県の名前の起源と、北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県の

山や川の名前・市町村の名前の起源を掲載。クイズも収録。

▽なるほど日本地名事典 ２ 都道府県名・宮城県〜神奈川県 （蟻川 明男：大月書
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店）

地名の由来から地域の歴史や地形が見えてくる! 日本の地名をイラストで楽しく紹

介。２は、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、千葉県、新潟県、群馬県、埼玉県、

神奈川県の山や川の名前・市町村の名前の起源を掲載。

◎ 理科・自然科学

▽ツシマヤマネコ飼育員物語 （キム ファン：くもん出版）

長崎県の対馬だけにすむツシマヤマネコは絶滅の危機にある。京都市動物園では、

ツシマヤマネコをふやし、対馬の野生に返す取りくみが行われていて…。飼育員・

獣医師たちの繁殖に向けた奮闘ぶりを紹介する。

◎ 生活

▽世界の名言大事典 （弓狩 匡純：くもん出版）

キング牧師、クラーク博士、マララ・ユスフザイ、アウンサンスーチー…。知って

おきたい 77人の名言とその英文を掲載し、名言が語られた背景を解説する。名言を
残した人のプロフィールも収録。

◎ 国語・日本語

▽おもしろ漢字ルーツ図鑑 （高井 ジロル：合同出版）

漢字は、3000 年という長い年月の中で、その形や意味が変化してきました。身近な
漢字のなりたちともとの意味、ふだん目にすることのない難読漢字の意味などを、

会話形式でわかりやすく解説します。漢字ドリルも掲載。

◎ 日本の作品

▽いつの日か伝説になる （藤本 ひとみ：講談社）

古都、長岡京で開かれる旧財閥の懇親会。厳重な警戒の中、ナイフを持ち込む少年

の目的は? ２つの蜂の巣、誘拐された幼女、からむ因縁の糸はどこに続くのか!? 真
実を追う少年たちの夢と挫折、友情と葛藤を描く。

◎ 英語・外国語

▽中学英語で話そう日本の文化１ （大門 久美子：汐文社）

日本の文化を中学英語で紹介するときの表現を会話形式で収録。1 は、自己紹介す
る、好きな教科を聞く、家の中を案内するなど、学校生活や暮らしの上で必要な会

話を取り上げる。すぐに使える単語や表現も掲載する。

◎ 童話集

▽おかしな話 （松田 哲夫：あすなろ書）

宮沢賢治「猫の事務所」、カポーティ「もてなし」など、小学生までに読んでおきた

いおかしな話を収録。小学５年生以上の漢字にルビをふり、見やすい図版入り脚注

を付ける。松田哲夫による解説も掲載。

▽かなしい話 （松田 哲夫：あすなろ書房）

芥川龍之介「蜘蛛の糸」、モーパッサン「ジュール伯父」など、小学生までに読んで

おきたい、かなしい話を収録。小学５年生以上の漢字にルビをふり、見やすい図版

入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。
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利用案内

「１２月から開館時間が変わりました。」

開館時間
（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．３０８ ２０１９．１．１
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


