
絵 「夏の神社」

里庄中学校

１年 山本 温加

里庄町立
図書館ニュース

第３２２号

令和２年３月



- 1 -

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・直木賞受賞作家・候補作家作品）

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

「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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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）

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

◎４月 特設展示（新生活を応援する本）

１日（水）あしべ絵画展～５日 １０：００～１７：００

ただし、最終日は１５：００まで

押し花「ふしぎな花クラブ」 １２：００～１６：００

２日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

３日（金）エルマーの工房 １３：３０～

４日（土）

５日（日）

６日（月）

７日（火）休館日

８日（水）
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９日（木）

１０日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１１日（土）おはなしトトロ １４：００～

１２日（日）おはなし会 １０：３０～

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

１３日（月）

１４日（火）休館日

１５日（水）

１６日（木）親子で楽しむおはなし会 １０：３０～

１７日（金）エルマーの工房 １３：３０～

１８日（土）

１９日（日）休館日

２０日（月）

２１日（火）休館日

２２日（水）

２３日（木）子ども読書週間～５／１２

２４日（金）エルマーの工房 １３：３０～

２５日（土）おたのしみ会 １４：００～

おはなしトトロ １４：００～

２６日（日）

２７日（月）

２８日（火）休館日

２９日（水）

３０日（木）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・直木賞受賞作家・候補作家作品

◎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

◎あしべ絵画展

期 日 ４月１日（水）～５日（日） １０：００～１７：００

場 所 ２階 展示室 ただし、最終日は１５：００まで
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内 容 里庄町の絵画グループ「あしべ会」の作品展

◎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」

・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
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

◎ 歴史

▽女たちのシベリア抑留 （小柳 ちひろ：文藝春秋）

従軍看護婦、電話交換手、民間人…。1000 人近い日本人女性がシベリアに抑留され
ていた! 70年以上の沈黙を破り、捕虜だった女性たちが初めて証言したノンフィク
ション。NHK BS1スペシャルをもとに書籍化。
◎ 経営・ビジネス

▽定年後も働きたい。 （松本 すみ子：ディスカヴァー・トゥエンティワン）

定年後も働きたいと思っていても、自分が望むような求人や仕事がない…。定年後

の生き方や働き方に惑い、模索しているシニアへ、シニアライフの第一人者が、定

年後の仕事の考え方と見つけ方を教える。

◎ 資格・職業ガイド

▽心理カウンセラーをめざす人の本 （コンデックス情報研究所：成美堂出版）

カウンセラーの仕事の見つけ方から、心理療法のいろいろ、カウンセリング関連の

資格、知っておきたい心理学の基礎まで、心理カウンセラーをめざす人に役立つ情

報を紹介。
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◎ 社会・時事

▽扉を開けて （共同通信ひきこもり取材班：かもがわ出版）

中高年のひきこもり 61 万 3000 人。この国で一体、何が起きているのか。本人たち
の「声なき声」に耳を傾け、当事者の目線で社会のあり方や支援の形を模索する。

◎ 人生訓・人間関係・恋愛

▽泣いたあとは、新しい靴をはこう。 （日本ペンクラブ：ポプラ社）

親友を裏切ってしまったけど、どうしたらいいですか? 校則って理不尽じゃないで

すか? 自分のこと、人間関係、将来…。ティーンの悩みに、森絵都、冲方丁、俵万

智ら 44名の作家が本気で答えます。
◎ 日本の小説

▽最高の任務 （乗代 雄介：講談社）

大学の卒業式を前にした私はあるきっかけで、小学生の頃、いまは亡き叔母にもら

って書き始めた日記帳をひもとく。叔母との記憶が、日記を通して語られていき…。

表題作に「生き方の問題」を併録。

▽占 （木内 昇：新潮社）

あの人の気持ちが知りたい。納得のいく答えを求め、占い師を訪ね歩く女の行き着

く先は? 揺れ動く女性心理を緻密に描く７つの短篇を収録する。
▽雲を紡ぐ （伊吹 有喜：文藝春秋）

壊れかけた家族は、もう一度、ひとつになれるのか? 羊毛を手仕事で染め、紡ぎ、

織りあげられた「時を越える布」ホームスパンをめぐる、親子三代の心の糸の物語。

▽御社のチャラ男 （絲山 秋子：講談社）

チャラ男って本当にどこにでもいるんです。一定の確率で必ず。社内でひそかにチ

ャラ男と呼ばれている三芳部長。彼のまわりの人びとが彼を語ることで、この世界

と私たちの「現実」が見えてきて…。

▽さいはての家 （彩瀬 まる：集英社）

家族を捨てて駆け落ちした不倫カップル、新興宗教の元教祖だった老婦人、親の決

めた結婚から逃げてきた女とその妹…。行き詰まった人々が、ひととき住み着く「家」

を巡る連作短編集。

▽背高泡立草 （古川 真人：集英社）

草は刈らねばならない。そこに埋もれているのは、納屋だけではないから。長崎の

島に暮らし、時に海から来る者を受け入れてきた一族の、歴史と記憶の物語。

▽君がいないと小説は書けない （白石 一文：新潮社）

最愛の女性・ことりと生活している私。だが、ことりの母親の病気がきっかけで、

私たちは別居生活を余儀なくされる。そしてある日を境に、私はことりへの猜疑の

念に囚われてしまい…。自伝的小説。

▽魂の痕(きずあと) （梁 石日：河出書房新社）

女は、無頼漢に虐待された運命を愛した。だがいま女は、男と、故郷と、決別しよ
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うと思う。「血と骨」と一対をなす、実の母親をモデルにした梁石日の小説。

▽幼な子の聖戦 （木村 友祐：集英社）

村長選に立候補した同級生・仁吾。選挙妨害を命じられた“おれ”は…。表題作に、

高層ビルの窓拭き職人の熱い思いを描いた「天空の絵描きたち」を併録。

▽ドミノ in上海 （恩田 陸：KADOKAWA）
上海のホテル「青龍飯店」で、25人(と 3匹)の思惑が重なり合う。もつれ合う人々、
見知らぬ者同士がすれ違うその一瞬、運命のドミノが次々と倒れてゆく。圧巻のエ

ンタテインメント。

▽犬のかたちをしているもの （高瀬 隼子：集英社）

卵巣の病気を患ってから益々セックスが嫌になった薫。そんな薫に郁也は「好きだ

から大丈夫」と言う。だが、ある日呼び出され、彼の子を妊娠した女性から子ども

をもらってくれないかと提案されて…。

▽坂下あたると、しじょうの宇宙 （町屋 良平：集英社）

詩を書く高校生の毅は、小説の才能がある親友あたるに嫉妬していた。ある日、小

説投稿サイトにあたるの作風を模倣した AI による偽アカウントが作られ、オリジ
ナルの面白さを超え始め…。

◎ 歴史・時代小説

▽平蔵の母 （逢坂 剛：文藝春秋）

織物問屋のあるじと母親が料理屋を訪れた。店で倒れた母親は、「本所のテツサブロ

ウに、会わせておくれ」と繰り返し…。鬼平ファンに捧ぐハードボイルド時代小説

第４弾。

▽太平洋食堂 （柳 広司：小学館）

明治 37年、紀州・新宮に洋食屋「太平洋食堂」が開店した。店の主人は地元で慕わ
れていた医師・大石誠之助。常に貧しき人の側に立って行動する誠之助は、国家か

ら監視されるようになり…。

▽空貝 （赤神 諒：講談社）

大内氏の襲来により三島村上水軍は敗北し、陣代の大祝安房が戦死する。実はそれ

は越智康成の主家への復讐だった。安房の妹で巫女の鶴姫は、兄の仇を討つため陣

代を継ぎ…。瀬戸内の伝説的女武将の悲恋と数奇な運命を描く。

▽かんばん娘 （志川 節子：KADOKAWA）
菱垣廻船の水主だった父が行方知れずになり、神田花房町の居酒屋「ともえ」で働

くことになった 14歳のなずな。女将や板前の役に立ちたいなずなだが、お客のこと
に首を突っ込んでしまい…。

◎ 推理・ミステリー

▽山岳捜査 （笹本 稜平：小学館）

長野県警山岳遭難救助隊の桑崎は、鹿島槍北壁からの下山途中、女性の他殺死体を

発見する。その前日、同じ場所で不審な３人組を目撃していて…。
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▽清明 （今野 敏：新潮社）

神奈川県警刑事部長に着任した異色の警察官僚・竜崎伸也に、警視庁との軋轢、公

安と中国の巨大な壁が立ちはだかる。一方、妻の冴子が交通事故を起こしたという

一報が…。

▽希望と殺意はレールに乗って （山本 巧次：講談社）

鉄道建設の陳情で長野の山村から上京していた村会議員が殺され、裏金が奪われた。

目撃談も証拠も得られず警察が頼ったのは、アメリカかぶれの探偵・城之内和樹と

旧華族のお嬢様・奥平真優で…。鉄道ミステリー。

▽コープス・ハント （下村 敦史：KADOKAWA）
連続猟奇殺人犯の衝撃の告白。それは自身の犯行の模倣犯を殺し、遺体を隠したと

いうものだった。事件の真相を追う女刑事と遺体捜しをする少年達が出会う時、驚

愕の真相が明らかになり…。

▽狐火の辻 （竹本 健治：KADOKAWA）
雨のなかで、湯河原の温泉旅館街で、起きた交通事故。郊外の事故では被害者が消

え…。IQ208 の棋士・牧場智久が登場。「涙香迷宮」の流れを汲むサスペンス・ミス
テリー。

▽三世代探偵団 ２ 枯れた花のワルツ （赤川 次郎：KADOKAWA）
天才画家の祖母、マイペース主婦の母と暮らす女子高生・有里は、病院で祖母と同

世代の大女優・沢柳布子に出会う。布子主演の映画の撮影は波瀾の連続で…。

▽箱とキツネと、パイナップル （村木 美涼：新潮社）

大学を卒業したばかりの僕の新居は、一見普通のアパート・カスミ荘。でも住人は

揃って個性豊かだし、怪現象も続く。この土地はキツネに祟られているという噂ま

であるらしい。一体ここはどうなってるの!?
▽終の盟約 （楡 周平：集英社）

旧友の病院に入院していた認知症の父が突然死する。死因は心不全。その裏に隠さ

れた、医師だけが実行可能な盟約の存在…。医師の兄と、弁護士の弟は、真相にた

どり着けるのか。

◎ ファンタジー

▽猫君 （畠中 恵：集英社）

20年生きた猫は、人に化けて言葉を操る妖怪「猫又」になる。将軍様の庇護のもと、
江戸城内の学び舎「猫宿」で修業に励む新米猫又のみかんたち。猫宿の長は、魔王

と呼ばれたあの戦国武将で…。

◎ エッセイ

▽ 50代、足していいもの、引いていいもの （岸本 葉子：中央公論新社）

体力に合わない重い鍋とはさようなら。掃除はこまめに小さくすませる。不安なア

プリはさわらない。服は着心地のよいものだけを。50代の日々を綴る。
▽鴻上尚史のほがらか人生相談 （鴻上 尚史：朝日新聞出版）
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「彼女の整形に気づき、騙された気分です」「４歳の娘が可愛くありません」など、28
件の質問に、鴻上尚史が具体的で実行可能なアドバイスを贈る。

こどもの本

◎ 外国の作品

▽ハロー、ここにいるよ （エリン・エントラーダ・ケリー：評論社）

好きな女の子に「ハロー」とも言えない内気な少年ヴァージルを「おそろしい運命」

がおそうが…。アメリカの４人の少年少女のある１日のできごとを、それぞれの視

点からかわるがわる、ユーモアをまじえて語る友情物語。

◎ ホラー・怪談・こわい話

▽鬼遊び ４ 闇の子守唄 （廣嶋 玲子：小峰書店）

寒い寒い冬の夜は、人の子さらってあったまろ。早くおやすみ、ねんねころ。鬼の

子わらって、ねんねころ…。知らずに鬼をよびよせてしまった子どもたちに訪れる

「恐怖」を描く連作短編集。

◎ 日本の絵本

▽さくらの谷 （松成 真理子：偕成社）

満開の桜の花にうもれる不思議な谷にまよいこんだわたしは、色とりどりの鬼たち

といっしょに、お花見をすることになった。そこにはなつかしい人たちの姿が…。

父親を見送った夜に見た、幸せな夢をもとに描いた物語。

▽さくらがさくと （とうごう なりさ：福音館書店）

駅に向かう人々が足早に通り過ぎる川沿いの並木道。しかし、今日の朝はいつもと

ちょっとちがう。美しく咲いた桜並木を見上げ、人々は思わず足を止め…。３月か

ら４月まで、自然と人間が繰り広げるささやかな光景を描く。
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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～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～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）

▽年末年始（１２月２８日～１月３日）

▽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．３２２ ２０２０．３．１
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


