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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。

「こどものへや」改装

「こどものへや」を改装し、幼児への読み聞かせに適した部屋にしまし

た。そして、名前も「おはなしのへや」に変更します。併せて、授乳コ

ーナーも整備し、授乳やおむつ替えもしやすくなりました。ぜひ、ご利

用ください。

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

お知らせ

お 願 い
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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。

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
◎２月 特設展示（映画・ドラマになった本展）

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～

「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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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）第５回清明を読む会 １３：００～

１７日（日）休館日

１８日（月）

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（ミニチュアガーデン作り）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

◎３月 特設展示（芥川賞・直木賞展）

１日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２日（土）

３日（日）蔵書点検休館日

４日（月）蔵書点検休館日

５日（火）休館日

６日（水）蔵書点検休館日

７日（木）蔵書点検休館日

８日（金）蔵書点検休館日

９日（土）蔵書点検休館日

１０日（日）ちぎり絵教室「紙遊会」 １０：００～１６：００



- 4 -

組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００

１１日（月）

１２日（火）休館日

お話宅配便 東小１年 １４：００～１４：４５

１３日（水）押し花 １２：００～１６：００

１４日（木）

１５日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１６日（土）

１７日（日）休館日

１８日（月）

１９日（火）休館日

２０日（水）

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）おはなしトトロ １４：００～

２４日（日）

２５日（月）

２６日（火）休館日

２７日（水）

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

３１日（日）年度末整理休館日

展示・催し案内
◎特設コーナー ２月

場 所 カウンター前の特設架

内 容 映画・ドラマになった本展

◎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。
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◎おたのしみ会（ミニチュアガーデン作り）

期 日 ２月２３日（土） １４：００～１５：００

場 所 視聴覚室

内 容 ミニチュアガーデン作りと本の読み聞かせなど

対 象 小学生（中学年）～一般（２０名）

申込み 参加希望の方は、図書館へお申込みください。（電話・FAX OK）

材料費 ５００円（当日集金します。）

◎特設コーナー ３月

場 所 カウンター前の特設架

内 容 芥川賞・直木賞展

◎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 １０：３０～１１：３０

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」
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・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

講座案内
◎詩歌鑑賞会

講師ご逝去のため、中止とします。ご了承ください。

◎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
１２月中旬から１月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本

◎ アウトドア

▽あたらしい草花あそび （相澤 悦子：山と溪谷社）

ロウバイの鳥かごとカナリア、タンポポ綿毛とチガヤのネコ&ウサギ、ユキノシタ
のカメ、ヤブツバキの女の子…。「草花あそび」作品全 39 種類のつくり方を、材料
の選び方や、つくる際のコツとともに解説します。

◎ 日本の小説

▽水曜日の手紙 （森沢 明夫：KADOKAWA）
水曜日の出来事を記した手紙を送ると、見知らぬ誰かの日常が綴られた手紙が届く

「水曜日郵便局」。直美は理想の自分になりきって手紙を出すが…。水曜日観測所の
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企画をモチーフにした物語。

▽羅針盤は壊れても （西村 賢太：講談社）

中卒、日雇いバイトの貫多は 23歳を迎えて人生の敗北を決定的に覚える。やがて、
彼は私小説を書き始めるが…。生命力溢れる生活不能者の儚い希望とあえなき挫折

を描いた孤狼私小説集。掌篇「一隅の夜」を収録した折込みつき。

▽フランス座 （ビートたけし：文藝春秋）

「おいタケ!ちゃんとやってるか?」 大学をドロップアウトしてストリップ劇場のエ

レベーター番になった俺を、“コメディアン志望の若者”に変えたのは、深見の師匠

の一言だった…。師弟の絆を描いた自伝青春小説。

▽あなたの愛人の名前は （島本 理生：集英社）

今、この瞬間に深く、深く、理解されていればいい。たとえ恋じゃなくても。“私た

ちは恋人”かどうかをめぐってすれ違う男女をそれぞれの視点から描いた２篇など、

全６篇を収録する。

▽カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 （長野 まゆみ：河出書房新社）

ジョバンニの旅は終わってもカムパネルラの旅は続く。「銀河鉄道の夜」をカムパネ

ルラが語りなおす、著者デビュー 30年記念小説。「カムパネルラの恋」も収録。
▽月まで三キロ （伊与原 新：新潮社）

「月は 1 年に 3.8 センチずつ、地球から離れていってるんですよ」 死に場所を探し

てタクシーに乗った男を、運転手は山奥へと誘う。表題作をはじめ、折れそうな心

に寄り添う、全６話を収録。

▽ゴールデン街コーリング （馳 星周：KADOKAWA）
1985 年、新宿ゴールデン街のバーで働く坂本は、ある日放火の現場に遭遇する。親
しくしている「ナベさん」が取り締まりのため見回りを始めるが…。ゴールデン街

での青春を描く自伝的小説。

▽この地上において私たちを満足させるもの （乙川 優三郎：新潮社）

高橋光洋の古い記憶のフィルムがまわりはじめる。終戦後の混沌と喪失、漂泊した

パリ、マラガ、マニラの日々、死線を越えてからの小説家デビュー…。著者の原点

と歳月を刻む記念碑的書下ろし長篇。

◎ 歴史・時代小説

▽芙蓉の干城(たて) （松井 今朝子：集英社）

日中戦争の足音迫る、昭和８年東京。歌舞伎の殿堂に現われた右翼結社の大幹部と

芸妓が惨殺。江戸歌舞伎作者の末裔で、切れ者の大学講師・桜木治郎が、怪事件の

謎に挑む！

▽髪結百花 （泉 ゆたか：KADOKAWA）
遊女に夫を寝取られた梅は、吉原が大嫌い。しかし、離縁をきっかけに、吉原で髪

結をしている母の跡を継ぐことに。少しずつ生気を取り戻していく梅だが…。絶望

の中でも逞しく生きていこうとする女たちを濃密に描いた時代小説。

▽麒麟児 （冲方 丁：KADOKAWA）
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慶応４年。勝海舟は徳川家を守るべく、決死の策を練る。官軍を率いる西郷隆盛と

の和議交渉にすべてを賭けて。幕末の嵐の中で対峙したふたりの「麒麟児」の覚悟

と決断を描く歴史長編。

▽酔象の流儀 （赤神 諒：講談社）

将棋で最強の駒「酔象」と綽名された男は、なぜそこまで主家に尽くしたのか。名

門朝倉家の大黒柱であり、山崎吉家とは親子のようだった朝倉宗滴が没する。世は

すでに戦国。織田信長の圧力が強まる中、吉家は孤軍奮闘するが…。

◎ 推理・ミステリー

▽悲願花 （下村 敦史：小学館）

両親の起こした火事でひとり生き残った幸子。子供たちを乗せた車で海に飛び込み、

生き残ってしまったシングルマザーの雪絵。被害者と加害者の思いが交錯した時、

衝撃の事実が明らかになる…。

▽本と鍵の季節 （米澤 穂信：集英社）

高校２年の図書委員、次郎と詩門は、先輩から亡くなった祖父が遺した金庫の鍵の

番号を探り当ててほしいと言われ…。図書室に持ち込まれる謎に、ふたりの男子高

校生が挑む。全６編を収録。

▽人外サーカス （小林 泰三：KADOKAWA）
経営不振のサーカス団を吸血鬼が襲う。団員たちは恐怖し混乱するも、それぞれの

特技で対抗し始める。だが、マジシャンの蘭堂はある違和感に気がつき…。サバイ

バル・ミステリー。

▽蟻の棲み家 （望月 諒子：新潮社）

２人の女が銃で殺された。どちらも身体を売り、育児を半ば放棄したシングルマザ

ーだった。マスコミは被害者への同情を殊更に言い立て…。格差に美談で蓋する社

会、必死に這い上がろうとする男を描いた迫真のクライム・ノベル。

▽テレビ探偵 （小路 幸也：KADOKAWA）
1969 年、コミックバンド「ザ・トレインズ」のボーヤとなって芸能界入りした 19
歳の葛西靖之(チャコ)。ある日、生放送中の舞台で殺人未遂(?)事件が発生し…。昭
和青春ミステリー。

▽女警 （古野 まほろ：KADOKAWA）
女性警察官による上官射殺事件。全国警察を破滅に導く不祥事の調査に臨む若きキ

ャリア女警・理代が思い知らされる組織と男たちの「壁」とは。元警察キャリアの

著者が、男社会で働く女たちの葛藤を直視した警察小説。

◎ エッセイ

▽われは歌えどもやぶれかぶれ （椎名 誠：集英社）

極悪ピロリ菌掃討作戦を決行するも壁にぶつかり、昔の旅のアレコレも「もう二度

と行かないだろう」という苦い述懐に…。椎名誠が日常と非日常を綴る。

▽わるい食べもの （千早 茜：ホーム社）

「いい食べもの」はもうたくさん。自由こそ至高の美味である。幼少期をアフリカ
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で過ごした小説家による、気高き毒気冴えわたる異色の食エッセイ。

▽駄目な世代 （酒井 順子：KADOKAWA）
受験戦争はらくらく通過、就職活動は売り手市場。苦労知らずで、おめでたくて、50
代になっても後輩気分…。そんなバブル世代をあらゆるテーマから振り返った新・

世代論。

こどもの本

◎ 社会科

▽なるほど日本地名事典 ３ 東京都〜愛知県 （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。３は、東京都、静岡県、山梨県、長野県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県の

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 ４ 福井県〜兵庫県 （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。４は、福井県、滋賀県、三重県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県

の山や川の名前・市町村の名前の起源を掲載。

▽歴史が変わったあの一瞬 ３ 戦国編 （平泉 隆房，平泉 紀房：教育画劇）

信玄 VS謙信、ふたりはどう戦ったのか? 桶狭間の戦いは奇跡の勝利だったのか? 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 ４ 天下統一編 （平泉 隆房，平泉 紀房：教育画劇）

天下を狙って動き出す秀吉の戦略とは? 豊臣家滅亡の真相は? 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 ５ 幕末編 （平泉 隆房，平泉 紀房：教育画劇）

新選組の名を天下に知らしめた池田屋事件とは? 薩摩と長州を結びつけた龍馬の奇

策とは? 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。

◎自然・いきもの

▽いのちはめぐる （嶋田 泰子：童心社）

だれもが、食べないといきられない。だれかがだれかを食べて、いのちはぐるっと

めぐっている。空の王者ワシも海の王者シャチも、たくさんのいのちにささえられ

て生きている…。「いのちのつながり」を描く絵本

▽いきものかくれんぼ （嶋田 泰子：童心社）

葉っぱそっくりのチョウ、石ころや草にそっくりのバッタ、サンゴそっくりのタツ

ノオトシゴ、まわりの色にまぎれるゴマフアザラシの赤ちゃん…。かくれんぼ名人

のいきものたちを紹介する写真絵本。

◎ 伝記・ノンフィクションよみもの
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▽世界に感動をあたえた日本人 上 スポーツ 国際理解・平和編 （評論社）

日本国内に限らず、世界で活躍する日本人を紹介。上では、松井秀喜、錦織圭、杉

原千畝、黒柳徹子など、スポーツの世界で名をとどろかせた日本人、国際理解・平

和につくした日本人の活躍や業績を短編ものがたり形式で収録する。

◎ 童話集

▽こわい話 （松田 哲夫：あすなろ書房）

三島由紀夫「復讐」、エドガー・アラン・ポー「スフィンクス」など、小学生までに

読んでおきたい、こわい話を収録。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。

▽たたかう話 （松田 哲夫：あすなろ書房）

アンデルセン「ナイチンゲール」、星新一「西部に生きる男」など、小学生までに読

んでおきたい、たたかう話を収録。

▽ともだちの話 （松田 哲夫：あすなろ書房）

吉行淳之介「子供の領分」、ヘッセ「クジャクヤママユ」など、小学生までに読んで

おきたい、ともだちの話を収録。

▽すごい話 （松田 哲夫：あすなろ書房）

芥川龍之介「杜子春」、チェーホフ「かけ」など、小学生までに読んでおきたい、す

ごい話を収録。

◎ 日本の絵本

▽すっぱりめがね （藤村 賢志版：教育画劇）

ぼくの持ってる不思議な「すっぱりめがね」。このめがねをかけてのぞくと、なんで

もすっぱり。中身が見えるんだ。腕時計、ピアノ、くるま…。身の回りのものの断

面を緻密な絵でのぞける、好奇心を育む絵本。

▽まめのかぞえうた The Bean Counting Song （和歌山 静子：鈴木出版）

ひとーつ、豆ひとつあったとさ。はたけにうめて、つちのなか…。豆の木がぐんぐ

ん成長してできた豆を、福が来るよう元気良く食べる、楽しいかぞえうた絵本。
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利用案内

開館時間
（１２月１日～３月末まで）

▽ 午前１０時～午後６時

３月の休館日

▽毎 週 火曜日

▽蔵書点検日（３月３日～９日）

▽第３日曜日（３月１７日）

▽月末整理日（３月３０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．３０９ ２０１９．２．１
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


