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館内利用について

新型コロナウィルス感染症拡大防止の趣旨をご理解いただき、次の点
にご協力ください。
・マスクを着用する。

・せきや発熱等の症状のある方は、利用を控える。
・入館時、自動体温測定器で体温測定をする。

・長時間の滞在は控える。（原則１時間以内）
・入館・退館の際には、手を消毒する。
・ソーシャルディスタンスを確保する。

「ふくちゃん 読書手帳」のご利用を

読んだ本を記録するための読書手帳です。
読書手帳をつければ、「この本読んだっけ？」

「読んだ本だった！」「読んだ本が思い出せ
ない！」などの悩みがなくなり便利です。

読書手帳は、図書館カウンターにあります。
どうぞご利用ください。
なお、５０冊、１００冊読んだ方には、

図書館オリジナルグッズをさしあげます。
さらに、２００冊、３００冊とどんどん読

んでください。１００冊追加ごとにプレゼ
ントが待っています。

図書館の本は町民みんなの財産です。

・大切に扱いましょう。
・返却期限を守りましょう。
・無断で持ち出さないようにしましょう。

☆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。

お 願 い

お知らせ



- 2 -

「ＣＤまとめ貸出」
ＣＤをジャンルごとにまとめて貸し出しています。全部で４０ジャンルあります。

選ぶ手間がかからず、時短で簡単です。

《ご利用方法》

①図書館に来館し、視聴覚コーナーで直接選んでください。

②図書館のホームページから予約できます。

「本の検索・予約」→「図書館おすすめの本」→「ＣＤまとめ貸出」

・音楽・落語等

赤ちゃんが 赤ちゃんの 心安まる 心を癒すクラシック

好きな音楽 保護者におすすめ ヒーリング音楽 音楽①②

映画音楽 美しい歌声 ジャズ①シンガー編 シャンソン

ジャズ②楽器編

石原裕次郎 和楽器を楽しもう 吹奏楽 童謡

民謡 懐かしの６０'ｓ 懐かしの昭和歌謡 懐かしのムード歌謡

懐かしの 懐かしのテレビ 懐かしのロック音楽 日本のポップ音楽

フォークソング ドラマ名曲集 70～ 80年代

ビートルズ 美空ひばり名曲集 民俗音楽を楽しもう テレビ・アニメの音楽

綾小路きみまろ 漫才・浪曲 落語①古典落語編 落語②名人編

・朗読ＣＤ

赤毛のアン①②③ 世界の名作 子どもの本 古典文学

宮沢賢治 時代小説① 時代小説② 時代小説③

池波正太郎 藤沢周平 山本周五郎

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。

開いてみよう！図書館ホームページ
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も分かる

ようになっています。

他に、図書館行事や展示の予定、貸出ランキング、新聞・雑誌一覧、おす

すめ本リストなども載せています。ぜひご利用ください。
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読書が困難な方、障がいのある方へのサービス

次のようなサービスを行っています。ご利用ください。

・大活字本（大きな活字で書かれた本です）

・点字の本（目の不自由な方が指先でさわって読む本です）

・ＬＬブロック（簡単な言葉、絵や写真を使ってやさしく読める本です）

・朗読ＣＤ（物語や落語を聞いて楽しめます）

・拡大読書器（モニターに文字を大きく写して読めます）

・拡大鏡・老眼鏡（カウンターに用意しています）

・簡易筆談器（耳に障がいをお持ちの方用の筆談器です）

・車いす（館内で利用できます）

・多目的トイレ（どなたでも利用できます）

・エレベーター（階段の向かい側にあります）

※視覚障がい者の方等への録音図書の無料郵送貸出を始めました。ご利用される場

合、障がい者等サービスの登録が必要です。詳しくは図書館までお問い合わせくだ

さい。

「佐藤清明」特設サイト

佐藤清明（さとうきよあき、通称せいめいさん：1905 ～ 1998）は、日本で
初めての妖怪事典を出版した里庄町出身の博物学者です。

佐藤清明の業績を研究するための団体「佐藤清明資料保存会」の活動の様

子などを紹介しています。知られざる知の巨人「佐藤清明」に興味のある方、

里庄に関係のある方は、ぜひ里庄町立図書館のホームページの特設サイトを

ご覧ください。

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配慮をしています。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、児童用の低い書架等です。

バリアフリーの精神を生かすためには、まわりの方々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。また、自動車は決められた枠の中に駐車して

ください。どうぞよろしくお願いいたします。
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行事予定 ・・・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、予定を変更・中

止する場合があります。

◎９月 特設展示（防災の本展）

１日 （木）

２日 （金） エルマーの工房 １３：３０～

３日 （土） 図書館講座「ビブリオバトル」 小中学生の部 10:30～ 一般の部 13:30～
おはなしトトロ １４：００～

４日 （日）

５日 （月）

６日 （火） 休館日
７日 （水）

８日 （木）

９日 （金） エルマーの工房 １３：３０～

１０日 （土） おはなしトトロ １４：００～

１１日 （日） ちぎり絵教室「紙遊会」９：００～ 組み木の広場「木楽工房」１０：００～

１２日 （月）

１３日 （火） 休館日

１４日 （水）

１５日 （木）

１６日 （金） エルマーの工房 １３：３０～

１７日 （土） おはなしトトロ １４：００～

第２回清明を読む会 １３：３０～ 清明研究会 １５：００～

１８日 （日） 休館日

１９日 （月） 敬老の日

２０日 （火） 休館日

２１日 （水） すてたもんじゃない展 ～２６日

２２日 （木） 古文書勉強会 １３：００～

２３日 （金） 秋分の日 夏休み児童作品展 ～１０月２日（日）

エルマーの工房 １３：３０～

２４日 （土） おはなしトトロ １４：００～

２５日 （日） 里庄歴史勉強会 １３：３０～

２６日 （月）

２７日 （火） 休館日

２８日 （水）

２９日 （木）

３０日 （金） 月末整理休館日

◎１０月 特設展示（芥川・直木賞展）

１日 （土） おはなしトトロ １４：００～

２日 （日）

３日 （月）

４日 （火） 休館日
５日 （水）

６日 （木）

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） ちぎり絵教室「紙遊会」９：００～ 組み木の広場「木楽工房」１０：００～
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１０日 （月） スポーツの日

１１日 （火） 休館日

１２日 （水）

１３日 （木）

１４日 （金） エルマーの工房 １３：３０～

１５日 （土） 清明研 １３：３０～ おはなしトトロ １４：００～

１６日 （日） 休館日

１７日 （月） 菊桜写真展 ～３０日

１８日 （火） 休館日

１９日 （水） 特別展「動物妖怪展 at里庄町立図書館」～ 10/30
２０日 （木） 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 １４：００～

２３日 （日）

２４日 （月）

２５日 （火） 休館日

２６日 （水）

２７日 （木） 読書週間 ～ 11/9 ふくちゃんくじ ～ 11/9
２８日 （金） エルマーの工房 １３：３０～

２９日 （土） おはなしトトロ １４：００～

３０日 （日）

３１日 （月） 月末整理休館日

展示・催し案内・・・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、予定を変更・

中止する場合があります。

◎特設コーナー ９月 ◎特設コーナー １０月
場 所 カウンター前の特設架 場 所 カウンター前の特設架

内 容 防災の本展 内 容 芥川・直木賞展

◎図書館講座「ビブリオバトル」
日 時 ９月３日（土）小中学生の部 10:30～ 12:00 一般の部（高校生以上）13:30～ 15:30
場 所 ２階 視聴覚室

講 師 高見 京子 氏（全国 SLA学校図書館アドバイザー）
対 象 小中学生（小学校４年生以上） 一般（高校生以上）

定 員 ２０名（要予約、定員を超えた場合は抽選）

※ 参加ご希望の方は図書館までお問い合わせください。

延期になった小中学生の部も再募集中です。

◎第２回 清明を読む会
日 時 ９月１７日（土）13:30～ 14:30
場 所 ２階 視聴覚室

内 容 「清明さんゆかりの‘菊桜’」

講 師 生宗脩一氏・佐藤健治氏・西崎康男氏・藤井成加氏（菊桜育成保存会会員）

定 員 30名（要予約） ※ 参加ご希望の方は図書館までお問い合わせください。

◎すてたもんじゃない展
日 時 ９月２１日（水）～２６日（月）9:00～ 17:00（26日は 16:00まで）
場 所 ２階 南展示室
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内 容 消費社会で不要になれば捨てられる「もの達」に再びいのちを吹き込み、

楽しい世界を表現したオブジェを展示。

◎夏休み児童作品展
日 時 ９月２３日（金）～１０月２日（日）

場 所 ２階 展示室

内 容 里庄東小学校・里庄西小学校の児童作品を展示。

◎菊桜写真展
日 時 １０月１７日（月）～３０日（日）

場 所 １階 ロビー

内 容 佐藤清明さんゆかりの菊桜の写真展

◎特別展「動物妖怪展at里庄町立図書館」
日 時 １０月１９日（水）～３０日（日）

場 所 ２階 展示室

内 容 倉敷市立自然史博物館で展示されていた動物妖怪展の一部を展示。

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 毎週 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 新入会員募集中です。
◎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

◎清明研究会
日時 毎月第３土曜日 １３：３０～ ２時間程度

会場 里庄町立図書館 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

新着本の案内 ７月に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ スポーツ・アウトドア

▽つらいときこそ笑顔で （大野将平、橋本大輝、須崎優衣、野中生萌、ソフトボー

ル日本代表：あかね書房）緊急事態宣言下で開催された東京オリンピック・パラリ

ンピック 2020。無観客の舞台に立ったアスリートたちの目線から、新しい時代を切
り開くための物語を描く。レスリングの須崎優衣、陸上競技の大迫傑らを取り上げる。

▽信頼が生む力 （水谷隼、伊藤美誠、阿部一二三、阿部詩、川井梨紗子、川井友
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香子：あかね書房）緊急事態宣言下で開催された東京オリンピック・パラリンピッ

ク 2020。無観客の舞台に立ったアスリートたちの目線から、新しい時代を切り開く
ための物語を描く。卓球混合ダブルスの水谷隼・伊藤美誠らを取り上げる。

◎ 日本の小説

▽カレーの時間 （寺地 はるな：実業之日本社）

ゴミ屋敷のような家で祖父・義景と暮らすことになった孫息子・桐矢。カレーを囲

む時間だけは打ち解ける祖父が、半世紀の間、抱えてきた秘密とは。終戦後と現在、

ふたつの時代を「カレー」がつなぐ絶品“からうま”長編小説。

▽信仰 （村田 沙耶香：文藝春秋）

「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」 現実こそ正義、好きな言葉は「原価いく

ら?」の私が、カルト商法を始めようと誘われ…。信じることの危うさと切実さに痺
れる、短篇&エッセイ集。『文學界』等掲載を単行本化。
▽残された人が編む物語 （桂 望実：祥伝社）

行方不明者捜索協会を訪れる依頼人と、そこで働く西山静香。足取りを追って見え

てきた、失踪人たちの秘められた人生とは。喪失を抱えて立ちすくむ人々が、あら

たな一歩を踏み出す連作集。『小説 NON』掲載を加筆し書籍化。
▽両手にトカレフ （ブレイディみかこ：ポプラ社）

14 歳のミアは、学校では自分の重い現実を誰にも話せなかった。けれど、同級生の
ウィルにラップのリリックを書いてほしいと頼まれたことで、「世界」が少しずつ変

わり始めて…。『asta*』他連載を加筆修正。
▽N/A （年森 瑛：文藝春秋）

松井まどか、高校 2 年生。うみちゃんと付き合って 3 か月。体重計の目盛りはしば
らく、40 を超えていない。優しさと気遣いの定型句に苛立ち、肉体から言葉を絞り
出そうともがく魂を描く。『文學界』掲載を単行本化。

▽オリーブの実るころ （中島 京子：講談社）

斜向かいに越してきた老人には、品のいい佇まいからは想像もできない、愛した人

を巡る壮絶な過去があって…。表題作をはじめ、結婚と家族と、真実の愛をめぐる

劇的で不思議な 6つの物語を収録。『小説現代』掲載を書籍化。
▽禁猟区 （石田 衣良：集英社）

女性がお金を出して若い男性を「狩る」という「お茶会」に参加した文美子。34歳、
既婚、子どももいるのに、10 歳年下の舞台俳優に惹かれていき…。心揺さぶる恋愛
小説。『小説すばる』連載に加筆修正し単行本化。

▽殺し屋の息子 （永瀬 隼介：中央公論新社）

元警視庁刑事の藤原は 24年前「平成の刀狩り」で大量の銃器を摘発するも、女性関
係で失脚したまま定年に。雨の夜、池袋で発生した強盗殺人の容疑者は昇龍会元構

成員の明石だった。過去に藤原が集めた銃器は明石の提供で…。

▽たんぽぽ球場の決戦 （越谷 オサム：幻冬舎）

かつて「超高校級」ともてはやされたピッチャーだった大瀧鉄舟は、野球の道をあ

きらめ、人生そのものが停滞したまま 20代半ばを迎えてしまった。そんな鉄舟が、
ひょんなことから草野球チームを創設することになり…。

▽任俠楽団 （今野 敏：中央公論新社）

ヤクザの親分・阿岐本雄蔵のもとに、公演間近のオーケストラの経営再建の話が舞

い込んだ。代貸の日村はコンサルティング会社の社員を装うが、ある日、指揮者が

襲撃され…。シリーズ第 6弾。『中央公論』連載を単行本化。
▽晩秋行 （大沢 在昌：双葉社）

バブル崩壊後に姿を消した二見興産の会長の 20億円の価値があるクラシックカーの
目撃情報が入ったという。居酒屋店主の円堂は、その車とともに連れ去られた君香
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を捜そうと…。『週刊大衆』連載を改題、加筆修正し単行本化。

▽無年金者ちとせの告白 （西尾 潤：光文社）

車上生活者たちが彷徨う坂田パーキングエリア。年金も医療保険もない 73歳のちと
せと、引きこもりの息子と暮らす 75歳の栄は、必死に働き、つましく暮らしていた。
だが、ある男と出逢ったことで、思わぬ悪行に巻き込まれ…。

▽海の教場 （吉川 英梨：KADOKAWA）
海上保安官の桃地は、愛する人の余命一年の診断を受け、京都府舞鶴市の海上保安

学校に教官として赴任するが…。明るく人間味あふれる桃地の、学生たち、そして

愛する人との日々を描く。『日刊ゲンダイ』連載を加筆修正。

▽道 （白石 一文：小学館）

娘の交通事故死。自殺未遂の隘路から抜け出せない妻。あれを試すしかないのか?
高校時代に目にした絵の前に 40年ぶりに立った男は、気付けば娘の交通事故が起こ
る直前の交差点にいて…。『小説丸』配信を加筆改稿し書籍化。

▽明日へのペダル （熊谷 達也：NHK出版）
50 代半ばの男性が健康を理由にロードバイクを始めた。折しもコロナ禍、会社の業
績不振という息苦しい状況が訪れる中、会社では部下、自転車では師匠となる女性

と共に新しい扉を開いていき…。『河北新報』等連載に加筆修正。

▽CF （吉村 萬壱：徳間書店）

罪を犯しても責任を取る必要がない“無化”を行う企業・Central Factory(CF)。加害
者と被害者の苦しみを取り除き、世を平穏へと導く企業に疑問を持つ男が現れて…。

罪とは何か。責任の取り方を問う群像劇。

▽セカンドチャンス （篠田 節子：講談社）

長い介護の末、母親を見送った麻里、51 歳。婚期も逃し、この先は坂を下っていく
だけと思っていた。そんなある日、親友のひと言で一念発起した麻里は、水泳教室

に通いはじめ…。『小説現代』掲載を単行本化。

▽短篇七芒星 （舞城 王太郎：講談社）

時々弾が消えるマークスマン、積乱雲と呼ばれた女の子、厄介な石にも優しくした

い男の子…。「奏雨」「狙撃」「落下」「雷撃」など、不可思議な魅力が響き合う全 7
篇を収録した短篇集。『群像』掲載を書籍化。

▽ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 （阿川 佐和子：文藝春秋）

「ブータン」は中学の同級生。忘れられていた彼女は、誰よりも明るい大人になっ

ていて…。出会った人を涙させる同窓会みたいな物語。『オール讀物』掲載を単行本

化。

▽ブロッコリー・レボリューション （岡田 利規：新潮社）

泣いてるのはたぶん、自分の無力さに対してだと思う、わかんないけど。演劇界の

気鋭による、第 35回三島由紀夫賞を受賞した表題作を含む 15年ぶりの小説集。『新
潮』など掲載を書籍化。

▽わたしたち （落合 恵子：河出書房新社）

希美学園で中・高を共に過ごした「わたしたち」。少女たちは友情を紡ぎながら、そ

れぞれの「わたし」を生き抜いていく…。4人の女たちの 1958〜 2021年を描く。『文
藝』連載に加筆修正し単行本化。

▽凍る草原に鐘は鳴る （天城 光琴：文藝春秋）

草原に額縁を立て、その中で演手たちが物語を繰り広げる遊牧民アゴールの伝統「生

き絵」。マーラは若くして部族長たちの前で生き絵を披露する役目に大抜擢される。

だが、その矢先に“動くもの”が全ての人々に見えなくなり…。

▽サウンド・ポスト （岩城 けい：筑摩書房）

「トーチャン、音楽って言葉なんだ!」 英語がわからない父親と日本語がわからな

い娘が、オーストラリアの地でつむぎ、響きあう、言葉と音楽の物語。
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▽掬えば手には （瀬尾 まいこ：講談社）

中学 3 年のときに、人の心を読めるという特殊な能力に気づいた大学生の匠。とこ
ろが、バイト先で出会った常盤さんは、匠に心を開いてくれなくて…。「幸福な食卓」

「そして、バトンは渡された」に連なる、究極に優しい物語。

▽星屑 （村山 由佳：幻冬舎）

田舎者のミチル、サラブレッドの真由、少女たちをスターダムに押し上げようとす

る女性マネージャー。必死にもがく少女たちと、大人たちの様々な思惑が織りなす、

スター誕生物語を描く。『宮崎日日新聞』など掲載を加筆修正。

◎ 歴史・時代小説

▽揚羽の夢 （朱川 湊人：光文社）

平安鎌倉の世を襲う疫病、地震、そして戦争。壊れゆく都で、若き日の鴨長明が見

たものは。「方丈記」「平家物語」を奔放にアレンジした物語集。表題作をはじめ全 8
話を収録する。『ジャーロ』掲載を単行本化。

▽臼月トウコは援護りたい （そえだ 信：早川書房）

自分が犯した殺人の証拠を隠蔽するための完璧なアリバイを用意していた犯人たち。

しかし臼月トウコが余計な口を挟むと、彼らは窮地に追い込まれてゆき…。史上最

も不器用な「探偵」臼月トウコが活躍する新感覚ミステリー。

▽姫 （花村 萬月：光文社）

信長の絶頂期。離島に巨大な南蛮船が漂着し、船内には無数の棺、そして一人の赤

子がいた。島の網元・利兵衞はその赤子を「姫」と名付け育てる。美しく育った姫

には、特殊な能力が備わっていて…。『小説宝石』連載を単行本化。

▽恋ふらむ鳥は （澤田 瞳子：毎日新聞出版）

時は 7 世紀。額田王は子まで成した大海人王子と別れ、葛城王子の仕切る宮城で勤
めに邁進する。誰かの妻や母としてではなく、一人の人間として、歌詠みとして生

きる道を模索するが…。『毎日新聞』連載に加筆修正。

▽地図と拳 （小川 哲：集英社）

ひとつの都市が現われ、そして消えた。日露戦争前夜から第 2次大戦までの半世紀、
満洲の名もない都市で知略と殺戮が繰り広げられ…。日本 SF 界の新星が放つ歴史
×空想巨編。『小説すばる』掲載に加筆修正し単行本化。

▽墜落 （真山 仁：文藝春秋）

DV に耐えかねた妻による夫殺し、自衛隊の戦闘機の墜落事故。一見無関係にみえ
た 2 つの事件の背後には…。知られざる沖縄の真実を抉り出す。「売国」「標的」に
続く冨永検事シリーズ第 3弾。『オール讀物』連載を加筆修正。
▽筆のみが知る 幽霊絵師火狂 （近藤 史恵：KADOKAWA）
大きな料理屋「しの田」に居候する絵師・火狂は、普通の人には見えないものが見

えている。幽霊たちとの出会いが、胸を病んで部屋にこもる「しの田」のひとり娘

・真阿を変えていき…。『怪と幽』連載を加筆・修正。

▽揺籃の都 （羽生 飛鳥：東京創元社）

遷都した福原の平清盛邸で、平家を守護する刀が消え、物の怪騒ぎが起き、青侍が

切断された屍で発見された。清盛の異母弟・平頼盛は、清盛とその 3 人の息子から
源頼朝との内通を疑われながらも、事件解決に乗り出すが…。

▽はぐれ鴉 （赤神 諒：集英社）

竹田藩で城代一族が惨殺された。逃げのびたのは、城代の幼い次男・次郎丸ただ 1
人。次郎丸は、惨殺の下手人で叔父の玉田巧佐衛門に復讐せんと、剣の腕を磨くが

…。『小説すばる』連載を加筆修正。

▽やわ肌くらべ （奥山 景布子：中央公論新社）

詩人・与謝野鉄幹を愛した 3 人の女-内縁の妻・滝野、激しく契り合う教え子・登美
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子、そして与謝野晶子。心も金も才能も燃やし、自らの足で歩み始めた明治女性た

ちの不屈の歴史恋愛長篇。

◎ 推理・ミステリー

▽蒼い水の女 （柴田 哲孝：光文社）

石神井公園の三宝寺池に浮かんだ不可解な水死体。その謎を解き明かすため、刑事

・片倉康孝は大井川鐡道へ飛ぶ。一方、父親を失った幼い娘は何かを知っているよ

うに、奇妙な言動で捜査を翻弄し…。『ジャーロ』連載を単行本化。

▽その意図は見えなくて （藤 つかさ：双葉社）

僕たちの日常には、安楽椅子に座っていたら解決できないことがある。友情、ライ

バル、憧れ…。人間関係の「事件」の謎を解き明かす、青春ミステリー連作短篇集。

全 5篇を収録。『小説推理』掲載に書き下ろしを加え単行本化。
▽鷹の系譜 （堂場 瞬一：講談社）

昭和天皇崩御の日に起きた殺人事件。捜査一課と公安一課、相容れないはずの組織

が日本の転換点で密かに交錯し…。父の道を継ぎ鷹となった息子たちを描いた「日

本の警察」平成編。『日刊ゲンダイ』連載を加筆し単行本化。

▽ナゾトキ・ジパング （青柳 碧人：小学館）

「ミョーデス。武士がイノチを絶つときは、腹を切るときいてイマス」 東京で富士

登山、茶室で入浴、スコップですき焼き!? 留学生ケビンが日本文化への愛と知識で
事件に挑む! 『STORY BOX』連載に加筆し書籍化。
▽夏休みの空欄探し （似鳥 鶏：ポプラ社）

高 2 の成田頼伸(ライ)は、クラスでは交わることのなかった人気者の成田清春(キヨ)
と、夏休みの間、謎解きに挑む姉妹を手伝うことになり…。青春恋愛ミステリ。『季

刊 asta』連載を改題、加筆修正し単行本化。
▽予感<ある日、どこかのだれかから電話が> （清水 杜氏彦：双葉社）

電話である予感を伝える少女の物語、老女を陥れる犯罪を企てた男の物語、犯罪小

説が送られてきた作家の物語。3 つの物語それぞれの関係性が明らかになった時、
新たな物語が立ち上がる…。仕掛けに満ちたミステリー。

▽あさとほ （新名 智：KADOKAWA）

幼い頃、夏日の目の前で双子の妹・青葉は「消失した」。誰もが青葉のことを忘れた。

大学生になった夏日の卒論指導の教授が失踪。先生は平安時代に存在したが、その

後失われてしまった「あさとほ」という物語を調べていて…。

▽学園の魔王様と村人Aの事件簿 （織守 きょうや：KADOKAWA）
ライトノベルが好きな男子高校生・山岸巧は、完璧だが黒い噂のある優等生・御崎

秀一に憧れを抱く。御崎の卓越した推理力を知った山岸は、彼の助手として事件の

解決に挑むことに…。『小説野性時代』連載を単行本化。

▽爆発物処理班の遭遇したスピン （佐藤 究：講談社）

鹿児島市の小学校に、爆破予告が入る。今度は、鹿児島市の繁華街にあるホテルで

酸素カプセルにも爆弾が。さらに同時刻、全く同じ爆弾が沖縄の米軍基地にも…。

事件のカギとなるのは量子力学!? 異次元レベルの短編集。
▽#真相をお話しします （結城 真一郎：新潮社）

家庭教師の仲介営業マンをする大学生、マッチングアプリに勤しむ中年男、精子提

供を始めた夫婦…。でも、何かがおかしい。緻密で大胆な構成と容赦ない「どんで

ん返し」の新感覚ミステリ短篇集。『小説新潮』掲載を書籍化。

◎ ファンタジー

▽箱庭の巡礼者たち （恒川 光太郎：KADOKAWA）
迷える人々への“異能”は祝福か、呪いか。神々の落としものが、ぼくらの世界を
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変えていく。奇想の語り手が描く、心揺さぶる多元世界ファンタジー。『怪と幽』掲

載に書き下ろしを加えて書籍化。

▽鯉姫婚姻譚 （藍銅 ツバメ：新潮社）

若隠居した大店の跡取り息子・孫一郎は、人魚のおたつに求婚されてしまう。諦め

させるためにも、おたつにねだられるままに御伽話を語る孫一郎だったが…。生き

る理の違う美しき人魚と、半人前な青年が築く愛と幸せの形を描く。

◎ ホラー・怪談

▽怪談小説という名の小説怪談 （澤村 伊智：新潮社）

深夜の高速道路で始まる怪談会、子連れで散歩中に遭遇した呪いの物件、夕暮れの

学校を彷徨う幽霊…。全 7 篇を収録した、小説の形をした怪談集。『小説新潮』『小
説現代』掲載に書き下ろしを加え書籍化。

◎ エッセイ

▽客席のわたしたちを圧倒する （井上 ひさし：岩波書店）

洋画マイベスト 10と好きな映画人、NHK受信料非拒否の論理、草野球の見物人…。
井上ひさしの著書未収録の作品から、生涯愛した映画、芝居、テレビ、マンガ、野

球などをめぐるエッセイ及びその周辺の著作を精選し収録。

▽仰天・俳句噺 （夢枕 獏：文藝春秋）

俳句の話から、縄文、仏教、懐かしのプロレス話に、瀬戸内寂聴、野田知佑らとの

逸話まで。ガンになったことを契機に縦横無尽に綴ったエッセイ集。『オール讀物』

連載を加筆し単行本化。

◎生命科学・生物学
▽いきもの六法 日本の自然を楽しみ、守るための法律（山と溪谷社いきもの部：

山と溪谷社）

その生き物、採っても大丈夫? ペット関連を除く、自然の生き物たちに関する法律

を、生物・環境ごとに章分けした上で、法規制が「種・場所・種と場所・その他」

のどれに対してかかっているかで分類し、わかりやすく紹介する。

◎ 社会・時事

▽最新パワハラ防止法対策がよ〜くわかる本 （池辺 健太：秀和システム）

どんな言動がパワハラになるの? 「厳しい指導」と「パワハラ」の境界線は? 職場
におけるハラスメント防止のために講じるべき措置や、企業(事業主)の責務を、実
際の裁判例にもふれながら図表を交えて解説する。

◎ 社会・文化

▽台湾を知るための72章 第2版 （赤松 美和子，若松 大祐：明石書店）

中華民国と台湾との絡まる現状維持、五権分立の中華民国の主権と統治権、COVID-19
により世界に名を馳せた「新台湾医学」、日本との関係…。台湾の政治と経済、社会、

文化と芸術、対外関係などを論じる。

◎自然科学・科学史

▽科学のトリセツ （元村 有希子：毎日新聞出版）

人工知能、ウイルス、宇宙、SDGs …。最先端から身近なコトまで、ニュースで話
題の科学を、文系出身の科学記者がわかりやすく解説する。『サンデー毎日』連載を

加筆し書籍化。
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◎ 工芸・民芸

▽天然染料と衣服 伝統色づくり解体新書 カラー写真で理解する染めの再現 （青

木 正明：日刊工業新聞社）

江戸時代初期の陣羽織、天皇のみが着用できる「黄櫨染」、中国少数民族の藍染め…。

天然染料しかなかった時代の色彩を今に伝える作品を紹介。その色彩にできるだけ

近い色を染める工程を、詳細な写真とともに解説する。

◎ 工作・手芸・クラフト

▽パタンナー金子俊雄のカジュアルなメンズ服 （金子 俊雄：日本ヴォーグ社）

バンドカラーシャツ、T シャツ、フレンチワークパンツ、イージーパンツ、ハンテ
ィングベスト、カバーオール、ボディバッグ…。家庭でも気軽に縫いやすく、日常

に寄り添うカジュアルなメンズ服と小物の作り方を 15点掲載する。

◎ 美容・ダイエット

▽ジェルネイルをはじめたいと思ったら読む本 トレンドアート&使ってみたいジェル、集め

ました。（ブティック社）

グラデーション、フレンチ、3D アート…。定番のデザインからトレンドデザイン、
最新アイテムを使ったデザインまでジェルネイルのアートレシピを紹介する。人気

ネイルブランドの最新情報、ジェルネイルカタログも掲載。

◎ 国内紀行・旅行記

▽飛び立つ季節 旅のつばくろ （沢木 耕太郎：新潮社）

初めての一人旅で訪れた男鹿半島、檀一雄の墓に参った福岡、吉永小百合と語り合

った伊豆…。JR 東日本の新幹線車内誌『トランヴェール』連載などから 35 編を収
録した、国内旅エッセイ集。

こどもの本
◎ 生活

▽はじめてのこどもキッチン よくできました!一生役立つ! （鈴木 薫著：KADOKAWA）
食事の時間が楽しくなる、自信や自立につながるなど、いいこといっぱいの子ども

のためのはじめてのお料理本。ごはんの炊き方から、スープの作り方まで行程写真

とともに紹介。ダウンロードできる季節の野菜・果物の表も収録。

◎ 環境問題・資源・エネルギー

▽水辺のワンダー 世界を旅して未来を考えた （橋本 淳司：文研出版）

世界各地の水辺を旅しながら、水と人の暮らしの実態を伝えてきた著者。気候変動

による影響、水害による甚大な被害など、様々な事例から、自分たちの暮らしと水

についていかに考え、そして行動を起こすのかを伝える。

◎ 理科・自然科学

▽かみなり （妹尾 堅一郎：ポプラ社）

激しく光って、大きな音をとどろかせる雷。決定的瞬間をとらえた大迫力の写真で

雷のひみつにせまる写真絵本。「雷写真コンテスト」入賞作品から厳選した美しく貴

重な写真が満載。雷の疑問に答える動画の QRコードつき。
▽鳥は恐竜だった 鳥の巣からみた進化の物語 （鈴木 まもる：アリス館）

色々な形の鳥の巣。どうしてこんな形をしているのだろう? 鳥は、どうやって空を

飛べるようになったのだろう? さまざまな鳥の巣が教えてくれる、恐竜から鳥への
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進化のふしぎに迫る絵本。ポスター付き。

▽草はらをのぞいてみればカヤネズミ 日本でいちばん小さなネズミの物語 （ゆうき

えつこ：小学館）

日本一小さなネズミ、カヤネズミ。大人の親指ほどの大きさで、かつては草原で多

数見られたが、今では希少動物となった。草で編んだまるい巣で、一年中くり返さ

れるカヤネズミの出産と子育てを写真で紹介する。

▽びっくり!動物園のおしごと大図鑑 70のひみつにせまる! （DK社：河出書房新社）
世界にはいろいろな種類の動物園があり、それぞれの風土や特性に合わせた動物を

飼育しています。飼育員だけではない、動物園のおしごとを、豊富な写真とともに

紹介します。

◎ 日本の作品

▽おひさまやのハンカチ （茂市 久美子：講談社）

うさぎのお店「おひさまや」には、なやみがある人にぴったりのものが置いてあり

ます。体育の時間、自分だけなわとびが上手にとべなくて落ち込んでいた小学 2 年
生のさりなは、「おひさまや」で魔法のハンカチをすすめられて…。

▽トーキングドラム 心ゆさぶるわたしたちのリズム （佐藤 まどか：PHP研究所）
家に居場所がない万希奈は、学校が終わると「放課後子ども教室」で過ごしていた。

ある出来事をきっかけに悩みをもった仲間とともに、本格的な楽器作り、そしてス

トリートパフォーマンスに挑戦していくことになり…。

▽みどりの森のなかまたち （たかどの ほうこ：理論社）

のはらおばさんとのんちゃんたち、のはらクラブのなかまは森をぬけておひるね広

場まで行くことに。森でどんな木を発見するでしょう。のはらおばさんと 8 人のこ
どもたちの、夏の森でのお話。

◎ 外国の作品

▽トラからぬすんだ物語 （テェ・ケラー：評論社）

ハルモニ(おばあちゃん)の町に来たリリー。道に大きなトラがいるのに、他の人に
は見えないらしい。トラは、ハルモニが盗んだものを取り返しにきたと言うが…。

ひっこみ思案な少女が、家族を思う一心で成長していく姿を描く。

◎ ファンタジー・ＳＦ

▽ドリトル先生ガラパゴスを救う 新ドリトル先生物語 （福岡 伸一：朝日新聞出版）

本家「ドリトル先生」シリーズの世界観やキャラクターを土台に紡がれる、生物学

者・福岡伸一によるオリジナルストーリー。冒険物語にして、少年スタビンズくん

が自然や社会を知っていく成長物語。『朝日新聞』連載を加筆修正。

◎ 日本の絵本

▽海のてがみのゆうびんや （エリン・E.ステッド：化学同人）
高台にひとりぼっちで暮らすゆうびんやは、海で迷子に

なった手紙を配達するのが仕事。ある日、波にゆられて

届いたガラスのびんを拾い上げると、中からあて名のな

い謎めいた手紙が出てきて…。
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▽こうもり （アヤ井 アキコ：偕成社）

空を飛ぶ唯一の哺乳類、こうもり。都会にすむアブラコウ

モリをとりあげ、えさをとったりおしゃべりしたりするの

に使う超音波や、長い冬を乗り越えるための知恵など、こ

うもりたちの暮らしを、かわいい絵で紹介します。

▽ねずみくんはカメラマン （上野 紀子：ポプラ社）

ねみちゃんの写真をとっていた、ねずみくん。すると、動

物の仲間たちが「ぼくたちもとってよ」と次々やってきま

した。でも、うまく全員おさまらなくて…?

▽かきごおり （植垣 歩子：講談社）

ギラギラギラギラと、太陽が照りつけるあっつい夏の日に

食べたいのは、とびっきりでっかい冷たいかきごおり! そ

のかきごおりを食べにきたのは…? リズムのよいことばと

のびやかな絵で、読み聞かせにぴったりな絵本。

◎ 外国の絵本

▽王さまのおうごんのひげ （クラース・フェルプランケ：化学同人）

昔、黄金色に輝くひげの王さまがいた。王さまはひげをかわ

いがり、「王さまのひげを絶対に切ってはいけない。ひげをは

やした者は、ひげごとちょんぎる!」というとんでもない法律
をつくった。王さまのひげはどんどん伸びて…。
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開館時間

（４月～１１月）
▽ 午前 ９時～午後７時 （日曜・祝日は、午前９時～午後５時）

（１２月～３月）

▽ 午前１０時～午後６時 （日曜・祝日は、午前９時～午後５時）

休館日
▽毎週 火曜日

▽毎月 第３日曜日

▽毎月 月末整理日

（月末が火曜日等で休館の場合、その前日）

▽年末年始 （１２月２７日～１月４日）

▽蔵書点検日 （３月５日～１１日）

▽年度末整理日（３月３１日）

里庄町立図書館ニュース
Ｎｏ．３５２ ２０２２．９．１
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 里庄町イメージキャラクター

ふくちゃん ＆ 里ちゃん


