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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

お知らせ

お 願 い
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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。

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

◎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

「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）蔵書点検休館日

１０日（日）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

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

◎４月 特設展示（新生活を応援する本、桜、お花見の本展）

１日（月）

２日（火）休館日

３日（水）あしべ絵画展～７日（日） ９：００～１７：００

押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００

４日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

５日（金）エルマーの工房 １３：３０～

６日（土）

７日（日）

８日（月）



- 4 -

９日（火）休館日

１０日（水）

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 １０：３０～１１：３０

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

１５日（月）

１６日（火）休館日

１７日（水）

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）

２１日（日）休館日

２２日（月）

２３日（火）休館日

２４日（水）こども読書週間行事「読書の木」（～５月末）

２５日（木）

２６日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２７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～

２８日（日）

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 ３月

場 所 カウンター前の特設架

内 容 芥川賞・直木賞展

◎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、お花見の本展



- 5 -

◎あしべ絵画展

期 日 ４月３日（水）～７日（日） ９：００～１７：００

場 所 ２階 展示室

内 容 里庄町文化協会の絵画グループ「あしべ会」の作品展

◎おたのしみ会（こどもの日）

期 日 ４月２７日（土） １４：００～１５：００

場 所 ２階 視聴覚室

内 容 「昔あそびを楽しもう」

対 象 子ども～一般

◎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
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◎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

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
１月中旬から２月上旬に購入した図書の一部です。

大人の本

◎ 芸事・お稽古

▽還暦着物日記 （群 ようこ：文藝春秋）

着物嫌いの愛猫、五月から汗ばむ異常気象、迫りくる老後…あらゆる困難を乗り越

えて、今日も着物を愛す。群ようこによる、大人の和装エッセイ。着物、帯、小物

の置き撮り写真も豊富に掲載。

◎ 古典文学・文学史・作家論
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▽<女流>放談 （イルメラ・日地谷=キルシュネライト：岩波書店）
1982 年春、駆け出しのドイツ人日本文学研究者が、数か月の日本滞在中に、当時活
躍中の女性作家たちに突撃インタビューを敢行した。佐多稲子、円地文子、田辺聖

子ら昭和を生きた女性作家たちの本音が満載。

◎ 詩歌

▽永遠の詩情 （森村 誠一：KADOKAWA）
少年時代の淡い恋、デビューして間もない頃の苦悩、盟友ともいえる作家たちとの

交流と別れ。日本文学界の巨匠・森村誠一の「証明」ともいえる集大成的作品。詩

と小説を一体にして表現する。棟居刑事の特別短編も収録。

◎ 日本の小説

▽早朝始発の殺風景 （青崎 有吾：集英社）

始発の電車で、放課後のファミレスで、観覧車のゴンドラの中で。不器用な高校生

たちの関係が、小さな謎と会話を通じて、少しずつ変わってゆき…。短編５編を収

録。

▽居た場所 （高山 羽根子：河出書房新社）

ある日妻となった、大陸からの実習留学生・小翠。表示されない海沿いの街の地図

を片手に、母国への旅が始まる。記憶と存在の不確かさを鮮やかに描き出す。表題

作を含む全３編を収録。

▽神の島のこどもたち （中脇 初枝：講談社）

終戦から７年経っても、米政府の統治下に置かれたまま、復興が進む日本本土から

分離されている沖永良部島。高校２年生のカミたち島民は、本土への復帰を訴える

ため活動を始めるが…。

▽とまり木 （周防 柳：小学館）

幼い頃に両親を亡くし、孤独に生きる伊津子と、母親に否定されつづける美羽。２

人は自らの命を絶つことを思い立つ。しかし、交わらないはずの２人の人生は、不

思議な場所で交差して…。

▽マーダーズ （長浦 京：講談社）

殺人を犯しながら、誰にも知られず、日常生活を続ける者たちがいる。彼らが出会

うとき、法では裁き得ない殺人者たちへの断罪が始まる。現代社会の「裏」を描い

た犯罪小説。

▽夢も見ずに眠った。（絲山 秋子：河出書房新社）

夫を熊谷に残し、札幌へ単身赴任を決めた沙和子。だが、大津で久しぶりに再会し

た夫に欝の兆候が。そして物語は函館、青梅、横浜、奥出雲へ…。土地の「物語」

に導かれたふたりの人生を描いた長編小説。

▽まよなかの青空 （谷 瑞恵：文藝春秋）

修学旅行で乗った特別列車「あおぞら」にいた、幸運をもたらすと言われる「ソラ

さん」。ひかるは、後悔だらけの人生をもう一度やり直すため、「ソラさん」を探す
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旅に出る…。

▽１ R１分 34秒 （町屋 良平：新潮社）

考えすぎてばかりいる、21 歳プロボクサーのぼくは、自分の弱さに、その人生に厭
きていた。駆け出しトレーナーの変わり者、ウメキチとの練習の日々が、ぼくを、

その心身を、世界を変えていく。

▽ニムロッド （上田 岳弘：講談社）

やがて僕たちは、個であることをやめ、全能になって世界に溶ける…。あらゆるも

のが情報化する不穏な社会をどう生きるか。新時代の仮想通貨(ビットコイン)小説。
▽鳥籠の小娘 （千早 茜：KADOKAWA）
村はずれで「幸福が宿る鳥籠」を作る娘はいつもひとりぼっち。ある嵐の晩、彼女

のもとへやってきた魔物が「さびしい小娘よ」とささやくが。千早茜の幻想を宇野

亞喜良の描き下ろし 15点が彩る、孤独と自由の物語。
▽まつらひ （村山 由佳：文藝春秋）

長野県御代田町の農園に嫁いだ舞桜子は伝統の龍神まつりを前に、夫と激しく交わ

る艶夢をたびたび見る。<祭>と<日常>、ハレとケの裂け目をめぐる、６つの禁断の
物語。

▽ジャップ・ン・ロール・ヒーロー （鴻池 留衣：新潮社）

幻のバンド「ダンチュラ・デオ」の曲を復元したと動画をアップする喜三郎。CD
デビューが決まり、「架空のバンドの物語」を共有していた学生バンドの戯れは、歴

史的陰謀の情報戦へと巻き込まれて…。

◎ 歴史・時代小説

▽跳ぶ男 （青山 文平：文藝春秋）

母と友を失い、独りになった少年・剛は、能だけが生き甲斐だった。だが、土地も

米も金もない貧乏藩の藩主の身代わりを命じられる。そこには、友の言葉と藩のあ

る事情があった。

▽あなたのためなら （田牧 大和：文藝春秋）

菓子職人の晴太郎と幸次郎兄弟の従妹・お糸の縁談を発端に、彼女の実家が窮地に。

兄弟はお糸を救えるのか? 「遣らずの雨」など全５編の時代小説を収録。
▽逃げろ、手志朗 （吉森 大祐：講談社）

幕末。何者かに惨殺された父親の仇討ちのため、心ならずも新撰組に加盟させられ

た会津藩士の古畑手志朗。そこは、とんでもないブラックな集団。脱走が死を意味

する出口なしの牢獄だった…。

▽雷雲の龍 （吉川 永青：講談社）

慶応 4年 6月 28日。北辰一刀流の千葉四天王のひとり、森要蔵は会津にいた。門弟
や息子と共に会津藩に与し、白河城を奪還する戦に参陣するために…。世を憂い、

家族を愛し、弟子の未来を想った、知られざる剣豪の生涯を描く。

◎ 推理・ミステリー
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▽スイート・マイホーム （神津 凛子：講談社）

スポーツインストラクターの賢二は、寒がりの妻のため、たった 1 台のエアコンで
家中を暖められる「まほうの家」を購入する。だが、引っ越し直後から奇妙な現象

が起こり始める。さらに、関係者の一人が怪死を遂げ…。

▽歌舞伎町ゲノム （誉田 哲也：中央公論新社）

法では裁けない非道、そして現代の卑しき心の病魔を始末する。それが、伝説の歌

舞伎町セブン。新メンバーが加入した彼らの元に舞い込む依頼とは?
▽名もなき星の哀歌 （結城 真一郎：新潮社）

裏稼業として人の記憶を取引する「店」で働く良平と健太は、シンガーソングライ

ター・星名の素性を追うことに。彼女の過去を暴く過程で医者一家焼死事件との関

わりと、星名のために命を絶った男の存在を知り…。青春ミステリー。

▽いのちの人形 （横関 大：KADOKAWA）
世田谷で不審死事件が発生した。鑑識が到着する前に「ドールズ」と名乗る組織が

現れ、現場を押えてしまう。不審に思った警視庁捜査一課の川村は、サイバー犯罪

捜査官の高倉と調査を始める。次第に明らかになったのは…。

▽指揮権発動 （笹本 稜平：KADOKAWA）
中東で邦人殺害事件が発生。そこから ODA 金脈を巡る政官一体の利権隠しが浮上
した。史上２度目の指揮権発動が起きるのか? 特捜、公安、捜査一課は政権からの

圧力に抗えるか?
▽木曜日の子ども （重松 清：KADOKAWA）
再婚した妻の連れ子がひどいいじめにあい転校した先は、７年前、給食への毒物混

入で無差別殺人事件が起きた学校だった。やがて静かなニュータウンで次々と怪死

事件が起こり…。

◎ エッセイ

▽いい女、ふだんブッ散らかしており （阿川 佐和子：中央公論新社）

父の葬式、認知症の母の介護、還暦過ぎての結婚…。じわじわ訪れる小さな老いを

蹴散らして、挑戦し続けるアガワが、激動の日々を綴る。

▽次の人、どうぞ！ （酒井 順子：講談社）

安室ちゃん引退、「#MeToo」運動、セックスレス不倫…。平成が終わる今、新しい
世界への扉を自分の意思で開く人が急増中。人生百年時代に、“私”の生き方を見つ

め直すエッセイ。

◎ ファンタジー

▽つくもがみ笑います （畠中 恵：KADOKAWA）
出雲屋では、清次とお紅、跡取りの十夜とつくもがみたちが仲良く暮らしていた。

大江戸屛風に迷い込んだり、幽霊退治にかり出されたり、退屈しらずの毎日で…。

あやかしファンタジー第３弾。
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こどもの本

◎ 社会科

▽なるほど日本地名事典 ５ 鳥取県〜愛媛県 （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。５は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、

愛媛県の山や川の名前・市町村の名前の起源を掲載。

▽なるほど日本地名事典 ６ 福岡県〜沖縄県 （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。６は、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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。

▽くらしと教育のねだん （藤田 千枝：大月書店）

卵 1個いくらか知ってる? 犬や猫を飼うのにいくらかかる? 教科書はタダ? 選挙で使
われる税金はいくら? くらしと教育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。

▽リサイクルと環境のねだん （藤田 千枝：大月書店）

スーパーのレジ袋 1枚いくら? 暖房機、買わずに借りるといくら? 小水力発電、い
くらでできる? リサイクルと環境にまつわる様々なねだんを通して、社会のしくみ

をわかりやすく説明する。

▽戦争と安全のねだん （藤田 千枝：大月書店）

信号機って、いくらする? 銃 1丁、いくらで買える? 日本の国家予算に占める軍事
費の割合は? 戦争と安全にまつわる様々なねだんを通して、社会のしくみをわかり

やすく説明する。

▽トイレの自由研究 １ おしりを洗う習慣ができた！ （こどもくらぶ編：フレー

ベル館）

生活のなかで欠かせない場所であるトイレについて、多様な角度から見てみよう！

1 は、「世界最古のトイレは?」「日本のトイレの西洋化」などのテーマを、写真や
イラストとともにやさしく説明します。

◎自然・いきもの

▽はじめてのきょうりゅうずかん （講談社ビーシー：講談社）

３〜６歳の子どもに最適な、リアルなフィギュア写真が満載の知育図鑑。子どもた

ちに人気の恐竜と古生物の名前を日本語と英語で紹介。
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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
（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）

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．３１０ ２０１９．３．１
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


