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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。

お知らせ

お 願 い
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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。

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。

「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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行事予定

◎２月 特設展示（大河ドラマ展）

１日（土）幼稚園児作品展 ～１０日（月） １０：００～１８：００

ただし、日・祝日は９：００～１７：００

２日（日）組み木の広場「木楽工房」 １０：００～１６：００

３日（月）

４日（火）休館日

５日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

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 １０：３０～１１：３０

ちぎり絵教室「紙遊会」 ９：００～１６：００

１０日（月）

１１日（火）休館日

１２日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

１３日（木）

１４日（金）合同作品展 ～２４日（月） １０：００～１８：００

ただし、日・祝日は９：００～１７：００

エルマーの工房 １３：３０～

１５日（土）第５回清明を読む会・清明研 １３：００～

１６日（日）休館日

１７日（月）

１８日（火）休館日

おはなし宅配便 東幼 １０：００～１０：４５

１９日（水）ブックスタート

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～

古文書勉強会 １３：００～

２１日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２２日（土）おたのしみ会（マスコット作りなど） １４：００～

２３日（日）
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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）

２８日（金）おはなし宅配便 東小２年 １３：５５～１４：４０

エルマーの工房 １３：３０～

２９日（土）月末整理休館日

◎３月 特設展示（芥川賞・直木賞展）

１日（日）蔵書点検休館日

２日（月）蔵書点検休館日

３日（火）休館日

４日（水）蔵書点検休館日

おはなし宅配便 西幼 １０：００～１０：４５

５日（木）蔵書点検休館日

６日（金）蔵書点検休館日

７日（土）蔵書点検休館日

８日（日）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

９日（月）

１０日（火）休館日

１１日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００

１２日（木）おはなし宅配便 東小１年 １３：５５～１４：４０

１３日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１４日（土）おはなしトトロ １４：００～

１５日（日）休館日

１６日（月）

１７日（火）休館日

１８日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

１９日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

２０日（金）

２１日（土）

２２日（日）
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２３日（月）

２４日（火）休館日

２５日（水）英会話講座 昼の部 １３：００～１４：３０

２６日（木）

２７日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２８日（土）おはなしトトロ １４：００～

２９日（日）月末整理休館日

３０日（月）年度末整理休館日

３１日（火）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 大河ドラマ展

◎幼稚園児作品展

期 日 ２月１日（土）～１０日（月） １０：００～１８：００

場 所 ２階展示室（北） ただし、日・祝日は９：００～１７：００

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１４日（金）～２４日（月） １０：００～１８：００

場 所 ２階展示室（南） ただし、日・祝日は９：００～１７：００

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

期 日 ２月２２日（土） １４：００～１５：００

場 所 視聴覚室

内 容 絵本の読み聞かせ、マスコット作り（毛糸のポンポンはりねずみ）

対 象 小学生～一般（２０名）

材料費 ２００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
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◎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 ＊材料費実費負担

◎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
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◎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
◎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

昼クラス デボン先生

夜クラス ジョンソン先生

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

◎ 日本の小説

▽甘夏とオリオン （増山 実：KADOKAWA）

大阪・玉出で、失踪した師匠を待ちながら肩を寄せ合い生き抜く落語一門。駆け出

しの落語家・甘夏は、深夜の銭湯で寄席を開催することを思いつく。そこはどこか

心に穴を抱える人々が集まる場所となり…。

▽瓦礫の死角 （西村 賢太：講談社）

父の性犯罪により解体した“家族”。その記憶の瓦礫の下から、影が動く。７年の月

日を経て、服役を終えようとする“あの人”の影が…。犯罪加害者家族の十字架を

描く表題作はじめ、全４編を収録。

▽リボンの男 （山崎 ナオコーラ：河出書房新社）

専業主夫の時給は、いくら? 野川沿いの道を３歳のタロウと歩きながら常雄が発見

した、新しい“シュフ”の未来とは…。「時給かなりマイナスの男」が目指す、小さ

な世界の大きな可能性を描く。
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▽オカシナ記念病院 （久坂部 羊：KADOKAWA）

離島の医療を学びに「岡品記念病院」にやってきた研修医の新実一良。ところが先

輩医師や看護師たちは、患者が求めなければ重症でも治療を施そうともしない。反

発心を抱いた一良は…。

▽清く貧しく美しく （石田 衣良：新潮社）

30歳非正規社員の堅志と、28歳パートの日菜子。この冷酷な世界でふたりの幸せだ

けは永遠と信じていた。だが…。恋愛小説の名手が、現代の切実な恋の行方を描く。

▽涙をなくした君に （藤野 恵美：新潮社）

両親の愛を享受できなかった記憶に抗い続ける橙子は、一見平穏な生活を送りなが

らも、時に息子に怒りをぶつけてしまう。その姿は、嫌悪していた父親そのもので

…。親子の愛憎を抉る長編小説。

▽奈落 （古市 憲寿：新潮社）

17 年前の夏、人気絶頂の女性シンガー・香織はステージから転落し、築き上げてき

たものを全て失った。残ったのは全身不随の身体と鮮明な意識、そして大嫌いな家

族だけ。生と家族の根源を問う作品。

▽インタビューズ （堂場 瞬一：河出書房新社）

平成元年。新聞記者の俺は大学時代の友人のアドバイスで、これから始まる平成全

ての大晦日に、その年一番印象的だった事件や出来事を聞くインタビューを行うこ

とを決め…。100人の架空のインタビューで繫がる物語。

▽卍どもえ （辻原 登：中央公論新社）

甫とちづるはセックスレス夫婦。ある日、ちづるは年下のネイリスト可奈子に誘わ

れて、性愛の関係を結ぶ。さらに甫と旧知の毬子と意気投合したちづるは、可奈子

を毬子に紹介し…。

◎ 歴史・時代小説

▽首 （北野 武：KADOKAWA）

羽柴秀吉と千利休に雇われ、謀反人と逃げ延びた敵を探す旅をする曾呂利新左衛門

は、信長に反旗を翻し逃走する荒木村重を偶然捕らえた。この首の価値はいかに。

曾呂利は村重の身柄を利休に引き渡すが…。著者初の長編歴史小説。

◎ 推理・ミステリー

▽家族パズル （黒田 研二：講談社）

父は亡くなる直前、雨降る病院の庭を、なぜ靴を脱ぎ歩いたのか? 悲しみの裏側に

そっと隠された深い「家族愛」。美しく、泣ける５つの物語。

▽抵抗都市 （佐々木 譲：集英社）

大正５年、ロシア統治下の東京で身元不明の変死体が発見された。特務巡査・新堂

たちは捜査を開始するが…。日露戦争に「負けた」日本を舞台に描く、歴史改変警
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察小説。

▽風間教場 （長岡 弘樹：小学館）

警察学校第百二期短期課程の教官を務める風間公親に、校長の久光が命じたのは、「退

校者ゼロ」の模範教場を作ることだった。風間はミッションをクリアできるのか!?

▽ママ （神津 凛子：講談社）

「わたし」は 42歳のシングルマザー。女手一つで娘のひかりを育ててきて、わたし

は幸せだった。あの忌まわしき瞬間までは。突如壊される平穏。謎めいた男による

拉致、監禁。恐怖と苦痛の果てに告げられる、信じがたい絶望。

◎ エッセイ

▽老人初心者の覚悟 （阿川 佐和子：中央公論新社）

老人若葉マークの踏んだり蹴ったり…だからなんだ! 「高齢者」の仲間入りをした

アガワが、ときに強気に、ときに弱気に、老化と格闘する日々を綴る。「捨てる女」

「比較の力」など全 42編を収録。

▽金太郎飴 （磯崎 憲一郎：河出書房新社）

デビューから 12 年。『朝日新聞』の「文芸時評」をはじめ、エッセイや書評、評論

に留まらず、インタビュー記事、文庫の解説まで、さまざまな原稿を掲載年ごとに

掲載。保坂和志、佐々木敦、羽生善治らとの対談も収録。

こどもの本

◎ 日本の作品

▽みけねえちゃんにいうてみな （村上 しいこ：理論社）

友だちのはるきくんの様子がこのところ変。ともくんが、みけねこのみけねえちゃ

んにそう訴えると、困っているともくんをほっとけないみけねえちゃんは、はるき

くんが住むアパートへ…。みけねえちゃん、さあ、出番ですよ!

◎ 日本の絵本

▽パンダしりとりコアラしりとり （高畠 純：ポプラ社）

パンダからコアラ、ライオンまで、いろんな動物たちが「しりとり」で登場。しり

とりでつながる言葉、リズミカルな言葉の響きを楽しみながら、動物の赤ちゃんの

かわいい姿や親子のくらしぶりもわかる、動物生態しりとり絵本。

▽ちび竜 （あべ 弘士：童心社）

小さな粒からうまれたちび竜は、ボウフラ、たんぽぽ、もぐらなどいろいろな生き

物に出会い、風や水や土と仲良くなっていく。神通力も使えるようになり、やがて

でかくなったちび竜は光る青い地球を抱いて…。

▽いろいろいろんなからだのほん （ロス・アスクィス：少年写真新聞社）
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赤ちゃんから子どもに、子どもから大人へ、こころもからだも成長していく。から

だつきは人それぞれだし、お互い違うところもあるけど、同じところもいっぱいあ

る。「からだ」について、様々な角度から考えるユニークな絵本。

▽やきいもとおにぎり （みやにし たつや：鈴木出版）

ぶたくんが泣いています。ねずみくんにわけを話すと、ねずみくんはうさぎくんに

話し、うさぎくんがさるくんに話します。ところが、少しずつ話が変わってしまい

…。

▽おいかけっこのひみつ （いとう ひろし：ポプラ社）

足の速いライオンが足の速いシマウマを追いかけたら、シマウマのしまもようがは

がれて、ライオンにはりついてしまいました。元に戻そうとしているうちに、ライ

オンとシマウマは大事な秘密を知って…。

◎ 外国の絵本

▽みずたまり （ロジャー・デュボアザン：好学社）

大きなみずたまりをのぞき込んでいる、どうぶつたち。口々に、「どうぶつたちがお

っこっちゃってる!」「なんとかしてだしてあげなきゃ!」と叫んでいます。そのとき、

太陽がくもの切れまから顔を出し…。

▽あなたがおおきくなるひまで （ナオコ・ストゥープ：岩崎書店）

厳しい冬を迎えた北極。お母さんとはぐれてしまったおおかみのこは、一匹のしろ

くまに出会います。しろくまはおおかみのこに、生きるための知恵を教えてやり…。

やさしさが命のようにめぐり続ける絵本。
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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

（ただし、日曜・祝日は、午前９時～午後５時まで）

（４月１日～１１月末まで）

▽ 午前９時～午後７時

（ただし、日曜・祝日は、午前９時～午後５時まで）

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）

▽蔵書点検日（３月１日～７日）・年度末整理（３月３０日）

里庄町立図書館ニュース
Ｎｏ．３２１ ２０２０．２．１
岡山県浅口郡里庄町里見２６２１
電話 ０８６５－６４－６０１６

里庄町立図書館キャラクター 里庄町キャラクター

ふくちゃん ＆ 里ちゃん


