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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
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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。

◎１１月 特設展示（シニアにおすすめの本展）
１日 （火） 休館日
２日 （水）
３日 （木） 文化の日
４日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
５日 （土） おはなしトトロ １４：００～
６日 （日） リサイクル市 ～１０日
７日 （月）
８日 （火） 休館日
９日 （水）
１０日 （木）
１１日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
１２日 （土） 中学校美術作品展 ～１９日 おはなしトトロ １４：００～
１３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～

１４日 （月）
１５日 （火） 休館日
１６日 （水）
１７日 （木） 古文書勉強会 １３：００～
１８日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
１９日 （土） 清明を読む会 １３：３０～ 清明研究会 １５：００～

おはなしトトロ １４：００～
２０日 （日） 休館日
２１日 （月）
２２日 （火） 休館日
２３日 （水） 勤労感謝の日 ちぎり絵展 ～２７日
２４日 （木）
２５日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
２６日 （土） おはなしトトロ １４：００～
２７日 （日）
２８日 （月）
２９日 （火） 休館日
３０日 （水） 月末整理休館日

◎１２月 特設展示（クリスマス＆正月準備展）
１日 （木） そよかぜ作品展 ～２５日
２日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
３日 （土） おはなしトトロ １４：００～ 第 19回子どもたちの絵画展 ～４日
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） おたのしみ会「クリスマス・パーティー」 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



- 3 -

１４日 （水）
１５日 （木） 古文書勉強会 １３：００～
１６日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
１７日 （土） 清明を読む会 １３：３０～ 清明研 １４：４５～

おはなしトトロ １４：００～
１８日 （日） 休館日
１９日 （月）
２０日 （火） 休館日
２１日 （水）
２２日 （木）
２３日 （金） エルマーの工房 １３：３０～
２４日 （土） おはなしトトロ １４：００～
２５日 （日）
２６日 （月）
２７日 （火） 休館日
２８日 （水） 月末整理休館日
２９日 （木） 年末休館日
３０日 （金） 〃
３１日 （土） 〃

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 １１月 ◎特設コーナー １２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 シニアにおすすめの本展 内 容 クリスマス＆正月準備展

◎ふくちゃんくじ
日 時 １０月２７日（木）～１１月９日（水）
全国読書週間の期間中、ふくちゃんくじを実施します。５０名の方にすてきなふ

くちゃんグッズが当たります。
・応募方法
①期間中、借りた方に応募券付き返却期限票をお渡しします。
②応募券にお名前と利用者番号をご記入の上、応募箱に入れてください。
・当選発表 １１月１７日（木）図書館内および図書館ホームページ
・受取期限 １２月２６日（月）
・その他 期間中本を借りた方全員にふくちゃんグッズを差し上げます。

◎リサイクル市
日 時 １１月６日（日）～ １０日（木）
場 所 １階 ロビー
※ 古くなった書籍や寄贈された書籍の一部をリサイクルします。

◎中学校美術作品展
日 時 １１月１２日（土）～１９日（土）
場 所 ２階 南展示室
内 容 里庄中学校生徒の美術作品を展示

◎第３回 清明を読む会
日 時 １１月１９日（土）１３:３０～１４：３０
場 所 ２階 視聴覚室
内 容 「人魚のミイラについて～報告と考察～」
講 師 木下 浩氏（佐藤清明資料保存会 顧問）
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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。

◎文化協会ちぎり絵展
日 時 １１月２３日（水）～ ２７日（日）※２７日は１５：００まで
場 所 ２階展示室

◎第19回子どもたちの絵画展
日 時 １２月３日（土）１３：３０～４日（日）１５：００
場 所 ２階 北展示室
内 容 笠岡・里庄・浅口の保・幼・子ども園児の絵画展

テーマ「おおきくなったら なりたいなあ」
主 催 国際ソロプチミスト笠岡

◎そよかぜ作品展
日 時 １２月１日（木）～２５日（日）
場 所 ２階 南展示室

◎おたのしみ会「クリスマス・パーティー」
日 時 １２月１０日（土）１４：００～１５：００
場 所 ２階 視聴覚室
対象・定員 幼児～一般・２０名（要予約）

◎第４回 清明を読む会
日 時 １２月１７日（土）１３:３０～１４：３０
場 所 ２階 視聴覚室
内 容 「昭和 28年の天覧標本～淡水海綿を中心に～」
講 師 岡本 泰典氏（佐藤清明資料保存会 顧問）
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。

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
内容 佐藤清明についての研究、資料の整理など
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新着本の案内 ９月に購入した図書の一部です。

大人の本
◎ 歴史
▽一冊でわかるブラジル史 （関 眞興：河出書房新社）
トルデシリャス条約、パウ・ブラジルの木、イピランガの叫び…。ブラジルの歴史
を、イラストや地図を交えてわかりやすく解説する。コラム「そのころ、日本では?」
「ブラジルの偉人」も掲載。

◎ 音楽
▽オペラのひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 総合芸術の魅力超入門 （岸 純
信：メイツユニバーサルコンテンツ）
総合芸術と呼ばれるオペラ。国別の特徴、歌声の魅力、オーケストラの構成・配置
…。観劇するときの見どころをくまなく解説するほか、日常の恋物語から劇的な結
末を迎える悲恋まで、人間ドラマの名作を厳選して紹介する。

◎ 日本の小説
▽ウクライナにいたら戦争が始まった （松岡 圭祐：KADOKAWA）
単身赴任中の父と過ごすため、母・妹とともにウクライナに来た高校生の琉唯。ロ
シアによる侵攻が近いとのニュースが流れ、一家は自宅から出ることができないま
ま、町は一瞬にして戦場と化し…。凄絶な体験を描く実録的小説。
▽音楽が鳴りやんだら （高橋 弘希：文藝春秋）
天賦の作詞作曲の才に恵まれた福田葵。バンドのデビューのために幼馴染を外すこ
とを選ぶ。その瞬間から音楽の神は葵にますます愛を注ぎ、あるいは天罰を下す。『文
學界』連載に全面的な訂正をほどこして単行本化。
▽流れる星をつかまえに （吉川 トリコ：ポプラ社）
家族仲がしっくりいかず生き方に迷う主婦。ゲイであることに葛藤する男子高生…。
ままならない日常に悩み惑っても、動き出せば世界は変わる! 心に光をともす連作
短編集。『asta*』『WEB asta*』掲載を書籍化。
▽レペゼン母 （宇野 碧：講談社）
梅農家を営むおかんの唯一の気がかりは、借金まみれのダメ息子・雄大のこと。あ
る日、偶然にも雄大がラップバトルの大会に出場することを知り、明子はマイクを
握り立ち上がる…。『小説現代』掲載を書籍化。
▽浅草ルンタッタ （劇団ひとり：幻冬舎）
行き場をなくした女たちが集う浅草の置屋の前に、赤ん坊が捨てられていた。お雪
と名付けられた赤ん坊は、明治から大正へ、浅草の賑わいとともに成長した。楽し
みは芝居小屋に通うこと。圧倒的祝祭に満ちた物語。
▽あの子とQ （万城目 学：新潮社）
普段は吸血鬼であることを意識せず過ごす高校生・嵐野弓子の前に、「Q」と名乗る
ばけものが現れた。弓子が 17 歳の誕生日を迎えるまでの 10 日間、人間の血を吸わ
ないか監視しに来たと言うが…。『週刊新潮』連載を単行本化。
▽噓つきジェンガ （辻村 深月：文藝春秋）
見栄、不安…。ほんの出来心から積み上げてしまった噓。一線を越えたら、もう戻
れない。騙す側、騙される側、それぞれの心理を巧みに描く小説集。『オール讀物』
掲載を単行本化。
▽孤島の飛来人 （山野辺 太郎：中央公論新社）
無人のはずの北硫黄島に住む人々、戦争の記憶、看守と囚人、6 色の風船…。仕事
で空を飛んで、この島にやってきた「僕」に、人生 2度目の決行のときが近づく。『文
藝』2019年冬季号掲載に書き下ろしを加える。
▽裂けた明日 （佐々木 譲：新潮社）
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内戦下の日本。追われる母娘に出会った元公務員の信也は、2 人を安全圏まで送り
届けようと決断。役所勤めの経験を生かし、意外なルートで軍事境界線を突破し…。
『Foresight』連載を単行本化。
▽月の三相 （石沢 麻依：講談社）
旧東ドイツに位置するその街では、誰もが自分の「肖像面」を持っていた。面に惹
かれて移り住んだ 3 人の女たちは、失われた「顔」を探して、見えない境界を越え
ていき…。『群像』掲載を単行本化。
▽デクリネゾン （金原 ひとみ：ホーム社 集英社）
2 度の離婚を経て、中学生の娘と 2 人で暮らすシングルマザーの小説家。最近付き
合い始めた大学生と一緒に暮らしたいと娘に告げるが…。恋愛する母たちの孤独と
不安と欲望を描いた長編小説。『HB』連載を単行本化。
▽遠い指先が触れて （島口 大樹：講談社）
両親を知らずに育ち、就職した僕<一志>のもとに、見知らぬ女性が訪れる。<杏>と
名乗る女性は忘れていた過去を呼び起こし、僕の凡庸で退屈な日常が変化していき
…。<愛と記憶>をめぐる冒険。『群像』掲載を単行本化。
▽夜がうたた寝してる間に （君嶋 彼方：KADOKAWA）
高校 2 年の冴木旭には、時間を止めるという特殊能力がある。大量の机が窓から投
げ捨てられる怪事件の犯人と疑われた旭は、真犯人を見つけて疑いを晴らそうとす
る。だが能力者仲間にも距離を置かれてしまい…。
▽レジデンス （小野寺 史宜：KADOKAWA）
ひったくりをやめられない中学生・望。自転車泥棒に暴行を働く弓矢。交通事故に
遭い就職できなくなった根岸。古びたマンションで本心を偽りながら生きる住人た
ちの憎悪と渇望が交錯し…。『野性時代』掲載を改題、改稿。
▽ロスト・スピーシーズ （下村 敦史：KADOKAWA）
がんの特効薬になる幻の植物を見つけるため、アメリカの製薬会社が南米アマゾン
奥地探索チームを結成した。メンバーに加わった植物学者の三浦は、緑の地獄とい
うべき過酷な自然に対峙し…。『小説野性時代』連載を加筆修正。
▽新!店長がバカすぎて （早見 和真：角川春樹事務所）
山本猛元店長が、3年ぶりに吉祥寺本店に店長として復帰した。張り切る店長だが、
相変わらず、人を苛立たせる天才だ。しかし京子は、心の中で「お帰りなさい」と
つぶやき…。『ランティエ』連載を加筆し書籍化。
▽レッドゾーン （夏川 草介：小学館）
日進義信は内科医として長野県信濃山病院に勤めていた。院長の南郷は横浜港に停
泊中のクルーズ船内の新型コロナ患者の受け入れを決めるが…。全 3 話収録。コロ
ナ禍の最前線に立つ現役医師が綴る勇気の物語。「臨床の砦」続編。
▽家裁調査官・庵原かのん （乃南 アサ：新潮社）
庵原かのんは、福岡家裁北九州支部の少年係調査官。罪を犯した少年少女や親たち
との面会を繰り返す中で、やがて彼女は厳しい家庭の事情や社会の現実に直面し…。
『小説新潮』掲載をまとめて単行本化。
▽競争の番人 2 内偵の王子 （新川 帆立：講談社）
九州事務所への転勤を命じられた公正取引委員会の審査官・白熊楓。いわくつきの
部署に配属され、慣れない土地での生活に苦しみながらも、内偵業務のエース・常
盤と呉服業界の内偵に乗り出し…。『小説現代』連載を加筆訂正。
▽フィールダー （古谷田 奈月：集英社）
小児性愛、ルッキズム、ソシャゲ中毒、猫を愛するということ。総合出版社の編集
者・橘を中心に、現代を揺さぶる「不都合」の数々が絡み合い…。誰かを「愛でる」
行為の本質を鮮烈に暴く長編小説。『すばる』連載を単行本化。
▽ヘルンとセツ （田渕 久美子：NHK出版）
明治 23年、ニューヨークから来た作家ラフカディオ・ハーンと、武家の娘として生
まれるが、明治維新により困窮の底に沈んでいたセツ。2 人の奇跡の出会い・共同
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作業から「怪談」が生み出される過程をドラマチックに描く。

◎ 歴史・時代小説
▽クリ粥 （山本 一力：祥伝社）
長屋の桶職人の最期の願いを叶えるため、時季外れのクリを手に入れろ! 深川一の
疾風駕籠の二人が、希望を信じて江戸の町を奔る、奔る! シリーズ第 4 弾。『小説
NON』掲載に加筆修正し単行本化。
▽武蔵 残日の剣 （稲葉 稔：KADOKAWA）
島原の乱に従軍し負傷したことで老いを実感し、終の棲家を求めた宮本武蔵。熊本
藩主・細川忠利から客分として招かれた武蔵は、やがて、自らが究めてきた兵法の
道を伝えるべく、霊巌洞に籠もり「五輪書」の執筆を始めて…。
▽乱鴉の空 （あさの あつこ：光文社）
ニヒルな同心・木暮信次郎と、深い闇を抱える商人・遠野屋清之介。消えた信次郎
の謎、火傷の痕をもつ死体、泡銭を夢見る者たち…。因縁の 2 人の行きつく先は?
『小説宝石』掲載を加筆修正して単行本化。
▽素晴らしき国 （小路 幸也：角川春樹事務所）
豊臣秀吉に仕えた武将の家系に遺されていた一枚の絵。そこに描かれている肖像画
とうり二つの女性が、この絵を描いたのは後世に明智光秀と呼ばれた人物だと語り
始め…。『ランティエ』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。
▽晴明変生 （森谷 明子：角川春樹事務所）
幼き頃から人の死を先見する力を持つと噂されていた安倍益材の息子、葛丸(後の晴
明)。7 歳になった時、陰陽師への修業を控える少年・津久毛と、先帝の孫・鶴君と
友人となる。3人は親しくなるが…。平安時代ミステリー。
▽赤虫村の怪談 （大島 清昭：東京創元社）
愛媛県の山間部にある赤虫村には、特異な妖怪譚が存在する。かねてから赤虫村に
ついて調査していた怪談作家・呻木叫子は、村の名家・中須磨家を襲う不可能犯罪
の解明に関わることになる。名家が祀る謎の神“くとる”様とは…?

◎ 推理・ミステリー
▽残照 （本城 雅人：文藝春秋）
ベテラン騎手の元春は、6 年ぶりに G Ⅰレースで優勝する。しかしネットで誹謗中
傷され、それを書き込んだと思われる亡き後輩の妻を訪ねると、その夜、彼女はマ
ンションから転落死し…。元スポーツ紙記者によるサスペンス。
▽祈りのカルテ 2 再会のセラピー （知念 実希人：KADOKAWA）
研修を経て循環器内科医となった諏訪野良太は、医学生時代の同級生・小鳥遊に遭
遇する。諏訪野は、小鳥遊が連れていた研修医・鴻ノ池に、研修のエピソードを聞
かれ…。医療ミステリ。『小説野性時代』掲載に加筆し単行本化。
▽夜の道標 （芦沢 央：中央公論新社）
1996 年、横浜市内で塾の経営者が殺害された。被害者の元教え子が被疑者として捜
査線上に浮かぶが、事件発生から 2 年経っても足取りはつかめず…。長篇ミステリ
ー。『読売新聞オンライン』連載に加筆修正し書籍化。
▽祈りも涙も忘れていた （伊兼 源太郎：早川書房）
犯罪多発地域、V 県神浜。捜査一課管理官となった新人キャリア警察官の甲斐は、
連続する放火や死体遺棄、捜査関係者の不審死を追ううち、県警、政財界を揺るが
す巨悪を目の当たりにし…。『ミステリマガジン』連載を加筆修正。
▽此の世の果ての殺人 （荒木 あかね：講談社）
小惑星「テロス」が日本に衝突することが発表され世界は大混乱に陥るが、小春は、
夢を叶えるため淡々と自動車の教習を受け続けている。年末、ある教習車のトラン
クで女性の死体を発見し、元刑事の教官と謎解きを始め…。
▽事件は終わった （降田 天：集英社）
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年の瀬に起きた地下鉄 S 線内無差別殺傷事件。時が過ぎ、それぞれに日常が戻って
くるはずだった。事件が終わって始まった不思議で切ない“その後”を描く連作短
編集。『小説すばる』連載に加筆修正し書き下ろしを加え書籍化。
▽祝祭の子 （逸木 裕：双葉社）
宗教と暴力で洗脳された子供たちは、自らが加害者となった事件の 14年後に再会し
た。終わったはずの“過去”が彼らを追い始め…。過酷な運命を背負う者の葛藤と
救済を描く。『小説推理』連載を加筆修正し単行本化。
▽灰かぶりの夕海 （市川 憂人：中央公論新社）
2 年前に死んだ恋人と同じ姿、名前の少女に出会った千真。更に仕事中、殺人事件
に遭遇するが、密室の中で死んでいたのは、恩師の亡き妻とそっくりな女性で…。
彼女たちの正体は? この世界に何が起きているのか?
▽レッドクローバー （まさき としか：幻冬舎）
東京のバーベキュー場で起こったヒ素による大量殺傷事件。記者の勝木は、12 年前
の灰戸町一家殺害事件の、ただ一人の生存者、赤井三葉を思いだす。あの日、薄汚
れたゴミ屋敷で一体何があったのか。そして少女は今。
▽録音された誘拐 （阿津川 辰海：光文社）
探偵事務所の所長・大野糺が誘拐された!? 耳が良いのがとりえの助手・山口美々香
は様々な手掛かりから、微妙な違和感を聞き逃さず真実に迫るが…。短編集「透明
人間は密室に潜む」所収の「盗聴された殺人」続編。
▽越境刑事 （中山 七里：PHP研究所）
“県警のアマゾネス”高頭冴子は、留学生の不審な失踪が相次いでいるという噂を
耳にする。数日後、新疆ウイグル自治区出身の留学生の死体が発見された。冴子は
中国公安部が絡んでいることを摑むが…。『文蔵』連載を加筆修正。
▽三世代探偵団 4 春風にめざめて （赤川 次郎：KADOKAWA）
天才画家の祖母、おっとりした母と暮らす女子高生・有里。3 人は、火事で両親を
亡くし上京してきた少女・香を保護することになるが…。ユーモアミステリ第 4弾。
『カドブンノベル』『小説野性時代』連載を加筆修正し単行本化。

◎ ホラー・怪談
▽屋久島トワイライト （樋口 明雄：山と溪谷社）
オカルト雑誌の編集者・野々村舞は、伝説や実話怪談を集めて記事にするため屋久
島へ。ツアーガイドの狩野哲也とともに宮之浦岳縦走へと向かうが、そこで不思議
な世界に迷い込んでしまい…。『山と溪谷』連載に加筆修正。
▽営繕かるかや怪異譚 その3 （小野 不由美：KADOKAWA）
温かい家庭を知らない弥生は、幸せな家族を人形で再現しようと、ドールハウスを
作り込むが…。「歪む家」など、住居にまつわる怪異を営繕屋・尾端が鮮やかに修繕
する全 6篇を収録。『怪と幽』掲載を改稿し単行本化。

◎ ＳＦ
▽孤立宇宙 （熊谷 達也：講談社）
小惑星の衝突で環境が破壊され、人類は他の星へ移住するものと、世界各地のシェ
ルターで生き残りをはかるものとにわかれた。そんな中、正体不明の遭難者が助け
を求めてきて…。『小説現代』掲載に書き下ろしを加え単行本化。
▽ループ・オブ・ザ・コード （荻堂 顕：新潮社）
疫病禍を経験した未来。WEO(世界生存機関)に所属するアルフォンソは、かつて<抹
消>を経験した国家<イグノラビムス>での現地調査を命じられる。謎の病とテロ事
件に襲われた彼の国に隠された真相とは。近未来諜報小説。

◎ 心理
▽親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 （藤木 美奈子



- 9 -

：WAVE 出版）“育ちの傷”を回復させるには、親からの圧力に気づき、自分を認
めて心を守り、流されないこと。「親から言われるモヤモヤ」を「ラクになる言葉」
に変える 3つのステップを、事例を交えて解説する。

◎ 社会・時事
▽ルポ性暴力 独自取材でわかった被害者と加害者、その深い闇 （諸岡 宏樹：鉄人
社）娘をストーカーに殺された父と母、小 6 の姪を妊娠させた叔父、集団レイプに
遭った女子高生…。独自取材でわかった性暴力の深い闇。この国の犯罪現場の実情
を、性犯罪者がたどる悲惨な末路とともに紹介する。

◎ 社会保障
▽社会保障あんしん教室 教えて、くま先生!こんなときどうする? （藤岡 夕里子：日
本法令）病気になった。失業した。家族に介護が必要になった…。そんなときに頼
れる「国の制度」の入門書。<くま先生>と<こはるさん>の会話形式で、どんな制度
があり、どんな支援につながっていくかを、事例と共に解説する。

◎ 資格・職業ガイド
▽仕事に行ってきます 11 アパレルの仕事 （季刊『コトノネ』編集部：埼玉福祉
会出版部）聡恵さんは、服を売っている店ではたらいています。まず店内をそうじ
して、それから商品をお店にならべたり、接客をしたり…。知的・身体・精神など
障害のある人の姿を通して働く楽しさを伝える、バリアフリーの写真ブック。
▽仕事に行ってきます 12 ガパオづくりの仕事 （季刊『コトノネ』編集部：埼玉
福祉会出版部）聖斗さんは、食品づくりの仕事をしています。聖斗さんはガパオを
一度に 100 人分つくります…。知的・身体・精神など障害のある人の姿を通して働
く楽しさを伝える、バリアフリーの写真ブック。
▽仕事に行ってきますプラス 1 休けい上手になろう （季刊『コトノネ』編集部版
：埼玉福祉会出版部）はたらくと、かならずある休けいの時間。「休けい」って何の
ためにあるのかな? 何をすればいいのかな? 知的・身体・精神など障害のある人の、
仕事や毎日の暮らしにとって「プラス」なことを解説するバリアフリーの本。

◎ 民族・文化
▽憑霊信仰と日本中世社会 （徳永 誓子：法藏館）
平安・鎌倉時代の人々は往来の神・仏教の尊格・死者とどのように交感したのか?
霊を人につける技法が、日本においてどのように展開したかを、10 世紀〜 14 世紀
中葉の貴族社会を主な対象に、歴史的に検討する。

◎ 動物学
▽動物行動学者、モモンガに怒られる 身近な野生動物たちとの共存を全力で考えた!
（小林 朋道：山と溪谷社）目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレをつくるタヌキ
…。9 種類の野生動物の生息環境や、それに適応した彼らの習性を、著者との係わりも
交えて紹介し、動物行動学からの「野生動物たちとの共存」の在り方について考察する。

◎ 医療・衛生
▽最新医療費の仕組みと基本がよ〜くわかる本 第4版 （伊藤 哲雄，森田 仁計：
秀和システム）診療報酬の仕組み、算定例、在宅医療や調剤報酬の仕組みなど図を
交えて解説。2022 年診療報酬改定の要点、患者の負担を軽減する制度、医療制度改
革の方向と対策も取り上げる。

◎ 美容・ダイエット
▽だから夫は35歳で嫌われる メンズスキンケアのススメ （西嶌 暁生：光文社）
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「男 35 歳=老化の分かれ道」を医師が解説。遺伝に負けない薄毛対策、加齢に逆ら
うニオイ対策、肌を若々しく整える腸活など、コスパ重視の男性美容を紹介する。

◎ エッセイ
▽そして誰もゆとらなくなった （朝井 リョウ：文藝春秋）
腹痛との戦い、催眠術体験、10 年ぶりのダンスレッスン、引っ越しあれこれ…。一
生懸命生きていたら生まれてしまったエピソード全 20編を収録した、頭からっぽで
楽しめるエッセイ集。
▽透明な膜を隔てながら （李 琴峰：早川書房）
第 2 言語である日本語で作品を発表する李琴峰は、何を思いながら小説を書き続け
ているのか。創作の源泉にあるものとは。史上初の台湾籍芥川賞作家が、繊細かつ
明晰な筆致で綴った初エッセイ集。王谷晶、野崎歓との対談も収録。

◎ アウトドア
▽プロが教える親子キャンプ読本 アウトドアで子どもの感性を楽しく伸ばす （長谷部
雅一：メイツユニバーサルコンテンツ）ファミリーキャンプをこれから始めたい人
に向けて、自然の中で楽しいひと時を作るアイデアとノウハウを紹介。子どもにキ
ャンプを教えるための心得、もしものケガや病気の対処法なども掲載。

◎ 学習指導・生活指導
▽校則に言いたい! 中高生・親・教師3000人の声 （日本共産党@校則問題プロジェ
クトチーム：新日本出版社）特定の色の靴下や下着のみ OK など意味不明な校則。
人権侵害、体を見られて気持ち悪いなどの声もあがる校則検査。校則の実態、どう
執行され、子どもたちがどう思い、どんな影響があるか。貴重な調査と生の声や資
料から考える。

◎ 家庭教育
▽ことばをひきだす親子あそび 0〜4歳 子どもとのコミュニケーションがどんどん増え
る! （寺田 奈々：小学館）あそび、おでかけ、日常生活、お手伝い…。いつでも
どこでも「ことば」あそびができる!「つみきをカチカチ」「トンネルあそび」など、
子どものことばの力を育む 100 のあそびをイラストで紹介。うながしのヒントも掲載。

◎ 特別支援教育
▽発達障害の子への言葉かけ事典 「できる」が増える!「困った行動」が減る! 親子が笑
顔に変わる! （熊 仁美，竹内 弓乃：大和出版）その子の特性に合わせた教え方、
伝え方で「できる」が増える! コミュニケーションの支援や困った行動の減少に効
果的な「応用行動分析学」をもとに、発達障害の子どもとの様々な関わり方や対処
のアイデアを紹介する。

◎ 福祉・介護
▽プロの調査員が教える!介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本 （福岡 浩：自
由国民社）少しの手間をかけて後々も安心できる介護事業所を探そう。プロの調査
員が、介護事業所・施設の選び方と同時に、選ぶ視点も具体的に説明する。実地見
学、書類チェックのポイントなども掲載。

◎ 家計
▽結局、老後2000万円問題ってどうなったんですか? 先生、お金の不安が止まりませ
ん!そう言えば…（岩城 みずほ：サンマーク出版）「初めての人」も「一度挫折した
人」も、年金、NISA、iDeCo、必要貯金額、保険が 2 時間でわかる! 合理的な資産
形成をしていくために必要な知識を、会話形式でわかりやすく解説する。
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◎ ビデオ・映像
▽世界一わかりやすい動画制作の教科書 企画書づくりから撮影技術の基礎、編集と公
開まで（小島 真也：技術評論社）動画制作の初心者や動画クリエーターを目指す人
に向けた、プロモーションを目的とした動画制作の教科書。一連のワークフローに
沿って具体的なノウハウを解説する。作例動画を視聴できる QRコード付き。

◎ ペット
▽メダカ飼育読本 多彩な品種カタログと飼育&繁殖ステップアップ （平野 威：笠倉
出版社）多彩な色彩と模様で多くの人を魅了する日本の改良メダカ。より楽しくメ
ダカを飼育し、より美しいメダカを育てるために、上手な育て方、殖やし方をまと
める。改良メダカの品種図鑑、プロに教わる交配のポイントも掲載。

◎ コミック
▽竜女戦記 4 （都留 泰作：平凡社）
黒姫と皇帝との交わりにより、分裂の危機を迎える青竜蛇家。「たか」と黒蛇家は、
この機に乗じて内乱を画策するなど、それぞれの思惑が入り乱れ、陀国の歴史は奔
流に呑み込まれていき…。歴史ファンタジー。

こどもの本
◎ 仕事・職業
▽なりたい!が見つかるお仕事図鑑 （朝日新聞出版）
探求学習、進路決定、キャリア教育に役立つお仕事図鑑。グローバルな仕事、もの
づくりの仕事、動物に関わる仕事など、450 以上のお仕事を紹介する。未来のお仕
事、働く人インタビュー、気になる職業のイラスト図解等も掲載。

◎ 生活
▽はじめての子どもパン教室 ひとりで焼けたよ! （吉永 麻衣子：主婦の友社）
年長さん&小学生でもおいしくできる手作りパンの本。パン生地をボウル 1 つでこ
ねて、冷蔵庫で発酵させて、オーブントースターかフライパンで焼くだけなので、
失敗しないで作れる。自由研究に最適なパンのお勉強講座も収録。

◎ 社会科
▽僕らが学校に行く理由 ワイド版 （渋谷 敦志：ポプラ社）
これまで世界各国の子どもたちにレンズを向けてきた写真家・渋谷敦志が、紛争、
貧困、災害といった逆境に負けずに学ぼうとする子どもたちを追ったルポ。学ぶこ
との意味を読者とともに考える。
▽世界の魔よけ図鑑 （本作り空 Sola：岩崎書店）
「悪いもの」が人々を攻撃することを防ぎたいと願う、おまじないのひとつ、魔よ
け。身近にあるお守りやお札、節分の豆やひな人形など、日本につたわる魔よけと、
世界各地の様々な魔よけを、たくさんの写真とともに紹介する。

◎ 理科・自然科学
▽みんなが知りたい!単位のすべて 暮らしから勉強まで役立つ知識としくみ（「単位の
すべて」編集室：メイツユニバーサルコンテンツ）算数や理科で使う単位のほか、
日常生活で見かけるさまざまな単位について、使われ方や成り立ちを解説。豊富な
写真やイラストで、単位そのものだけでなく、その単位を使う対象についても詳し
く説明する。
▽科学って何のためにあるの? 科学の基本的な5つの分野がわかる図鑑 （DK 社：東
京書籍）大昔のことをどうやって知るの? 電気っていったいどういうもの? 宇宙は
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どうやって始まったの? 生物学、物理学、化学、地球科学、宇宙科学にまつわる「な
ぜ?」に、豊富なイラストや図でわかりやすく答える。
◎ 季節・行事の物語
▽生き抜け! 遭難の五日間 （山口 理：文研出版）
小学 5 年生の瞬は、夏休みのトレッキング中、友達の恭介、悠人とともに山で遭難
してしまう。山男の岳ちゃんから教わったことを思い出しながら厳しい自然を耐え
抜くが、遭難 5日目に「生きること」もあきらめそうになり…。

◎ 外国の作品
▽魔女だったかもしれないわたし （エル・マクニコル：PHP研究所）
昔、「人と違う」というだけで処刑された人たちがいた。魔女裁判の話を聞いたアデ
ィは、慰霊碑を作ることを提案するが…。自閉の少女の葛藤と成長を描く。

◎ ホラー・怪談・こわい話
▽まちのおばけずかん ハイ! （斉藤 洋：講談社）
まちにも、こわ〜いおばけがいっぱい…。「おばけずかん」シリーズの中のまちのお
ばけの話をもっとくわしく書いた、「おばけずかん ハイ!」シリーズ第 2 弾。「みあ
げ入道」など、まちのこわいおばけの話全 13話を収録。

◎ 動物たちが活躍
▽やまの動物病院 （なかがわ ちひろ：徳間書店）
町のはずれの、いちばん山に近いところにある小さな動物病院。そこでは夜になる
と、動物のお医者さんのまちの先生と暮らす大きなとらねこの「とらまる」が、こ
っそり山の動物たちの病気やけがを治していて…。楽しいお話。
▽ふしぎなメリーゴーラウンド （リーザ=マリー・ブルーム：徳間書店）
メリーゴーラウンドの木ぼりの動物たちには、ひみつがありました。夜になると、
エサを食べ、30 分だけおしゃべりするのです。ところが、新しくメリーゴーラウン
ドの持ち主になった男は、金もうけに夢中で…。

◎ 日本の絵本
▽たしますよ （たごもり のりこ：金の星社）

たいに一文字たすと、なんになる? あれあれ、「たいこ」に
なりました。いかに一文字たすと…。一体なんになるのか
な? 親子で楽しめることばあそび絵本。

▽へっこきよめさま （いもと ようこ：金の星社）若くてかわいい、働き者の嫁さ
まの秘密は「へ」がとっても大きいこと。「へ」をこくたびにか
かさまが空に飛ばされては大変と、里に帰らせることにするが、
途中で困っている人たちに出会い、それを「へ」が助け…。
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▽ふっと… （松成 真理子：BL出版）
「ふっと…」で始まるページをめくると予想外の展開が。ゾウ
は雲につかまり、ビルは富士山でねころがり、ネコは月と友だ
ちに!? 詩情豊かなナンセンス絵本。

▽デンタウン （中垣 ゆたか：世界文化社）
真っ白な大地に降り立った一組の家族。その家族が掘り進めたと
ころは、やがて大きな“まち”となりました。その“まち”とは
…。むし歯菌の視点から描いたむし歯の物語。歯のみがきかたの
解説付き。

▽ブックウィング 山中伸弥とiPS細胞 （黒須 高嶺：文研出版）
山中先生の好奇心を持ち続けあきらめない姿勢は、闘病中のミシ
ェルの心を勇気づけ、ミシェルは闘病に前向きになっていき…。iPS
細胞の研究でノーベル賞を受賞した山中伸弥の生き方や考え方を
描いた絵本。英文併記。

▽なきむしせいとく 沖縄戦にまきこまれた少年の物語 （たじま ゆきひこ：童心社）
1945 年の沖縄。いつも泣いているので、みんなから「なちぶ
ー」と呼ばれている少年「せいとく」は、母と妹の 3 人で、
南へ逃げることになり…。平和を願い、沖縄を見つめ続けて
きた田島征彦が描く「沖縄戦」の絵本。

◎ 外国の絵本
▽カピバラがやってきた （アルフレド・ソデルギット：岩崎書店）

もともとその場所に暮らしていたニワトリと、よそからそこへ
やってきたカピバラ。違う種類の動物は、一緒に暮していける
のか? 移民と移民を受け入れる側の話などにも解釈できる、他
者との共生を描いたお話。
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▽トット・ボトットとちいさなたてぶえ （アーノルド・ローベル：好学社）
ジャングルの中、木とヤシの葉でできた家で両親と暮らす男の
子トット・ボトット。ある日、お父さんが買ってくれたちいさ
なたてぶえを吹いて、「ともだちでてこい」と言うと、いろいろ
な動物たちが次々とやって来て…。

▽ママってすごーい! （クリス・ホートン：BL出版）
ペンギンは、パパもママも協力しあって子育てをします。パパがチ
ビちゃんを守っているあいだ、ママはチビちゃんの晩ごはんの魚を
とりに海へ行きます。ママは上手に魚をとりますが、帰り道に大き
なあざらしがいて…。

▽麦畑のみはりばん （テリー・ファン，エリック・ファン：化学同人）
かかしはひとりぼっち。こがね色をした麦畑のみはり番です。
キツネもシカも、ネズミもカラスもお断り。ところがある日、
カラスのひなが木の上から落ちてきて…。

▽フランクとバートのだいすきかくれんぼ （クリス・ネイラー・バレステロス：化学
同人）キツネのフランクとクマのバートは、かくれんぼが大好き。
でもバートは隠れるのがヘタクソだから、いつもフランクがかく
れんぼに勝ってしまう。「次も負けたらがっかりするだろうな」
と考えたフランクは…。

◎ ヤングアダルト
▽ソノリティ はじまりのうた （佐藤 いつ子：KADOKAWA）
吹奏楽部というだけで、合唱コンクールの指揮者を任されてしまった早紀。内気な
彼女は、個性的なクラスメイトとの関わりを通じて自分を解き放っていくが、本番
直前にアクシデントが…。中学生たちの成長をみずみずしく描く。
▽マスクと黒板 （濱野 京子：講談社）
話すときはマスクをつけて、距離をとる。文化祭も運動会も中止らしい。味気ない
学校生活を送るうち、中 2 の輝は級友たちとあるイベントをやることに…。日本中
の学校が経験した「コロナの日々」からのささやかな抵抗の物語。
▽目で見ることばで話をさせて （アン・クレア・レゾット：岩波書店）
11 歳の少女メアリーは、島のだれとでも手話で話し、いきいきと暮らしている。あ
る日傲慢な科学者に誘拐され、ことばと自由を奪われて…。かつてだれもが手話で
話したという実在の島を舞台にした歴史フィクション。
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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．３５４ ２０２２．１１．１
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


