令和元年9月1日発行
（第39号）

中央図書館

TEL 72-1135

東粟倉図書館

TEL 78-3650

作東図書館

TEL 75-0007

大原図書館

TEL 78-3111

英田図書館

TEL 74-3104

勝田図書館

TEL 77-1111

開館時間：9時30分～18時
10時～17時

（中央・作東・英田・東粟倉館）

（大原・勝田館）
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休館日

蔵書点検

作東図書館

10/8(火)～10/13(日)

大原図書館

10/17(木)

蔵書点検のため上記の期間が休館となりますので、よろしくお願いいたします。

令和元年度美作市民文学選奨

作品募集

文章の表現力や文学活動の振興を図ることを目的に、美作市内在住者・在勤・在学している方を
対象に、「読書感想文」、「短歌」、「俳句」、「川柳」の4つの文学ジャンルを募集します。

作品提出先

美作市立図書館または各総合支所・教育委員会に持参または郵送してください。

応募締切

令和元年9月27日（金曜日）（当日消印有効）

～あなたの地域に本を届けます～
大野コミュニティカフェ（大原地域）

やまゆり苑（勝田地域）

期間：9/1（日）～9/29（日）
夏休み期間中に集めたスタンプカードを

と交換します。

スタンプカードをもらった図書館でしか交換できないので気を付けてください。

期間：～9/8（日）
10冊または20冊読み終わったら読書手帳を受け取った図書館に持ってきてください。
後日、認定証と記念品をさしあげます。

9/1（日）

10時～11時

大原図書館

（ぽけっと）

9/11（水） 10時～11時

英田図書館

（お話きしゃポッポ）

9/14（土） 10時～11時

中央図書館

（にじの会）

9/21（土）

作東図書館

（かぼちゃの馬車）

14時～15時

― 中央図書館 ―
9/29（日）

11時～12時

「ほっこり」さんによる昔話を楽しむ会です。

― 東粟倉図書館 ―
9/14（土）

10時～11時

季節のおはなしと、おりがみで
『りんご』を折ります。

― 東粟倉図書館 ―
9月20日（金）～11月13日（水）
書名がかくされている本を借りてみよう！
今までにない出会いがあるかもしれません。

― 英田図書館 ―
9/10（火）～9/22(日)
図書館から出される課題をクリアして
クエストマスターの称号を手に入れよう！

― 東粟倉図書館 ―
9/29（日）

10時～11時

図書館で育てられている多肉植物を

どのイベントも無料で参加できます。
詳しくは、各図書館へお問い合わせくだ
さい。

寄せ植えしてみよう！

詳しくは、各図書館へお問い合わせくだ
さい。

新着・おすすめ本
一般書
ドキュメント豪雨災害

いけない

なぜ人は逃げ遅れるのか。気鋭のノン

道尾 秀介/著

フィクションライターによる渾身のド

友達のいない少年が目撃した殺人現場

キュメントで「西日本豪雨」の被災現

は本物か？ 偽物か？ 各章の最終ペー

場をリアルに再現すると共に、災害心

ジを捲ると現れる地図や写真の意味が

理学の専門家等へのインタビューを収

解った瞬間、物語の別の顔が見えてく

録。大災害時代をいかに生き抜くかに

る…。驚愕ミステリー。

迫る。

縁切り神社でスッキリ！
しあわせ結び

お願いおむらいす
中澤

上大岡 トメ/

日菜子/著

著

悩みはつきないけれど美味しいものを

いいご縁は、悪縁を手放した後にやってくる。

食べて元気だそう！ あらゆる食のお

恋愛、仕事、健康、日々の習慣の「悪縁」を

祭り〈ぐるフェス〉に集う人々の人生

切って、運勢を上げる神社と「日本書紀」に

模様を描く、心がふわっと温まる連作

出てくる神さま「ククリヒメ」の一言を、マ

短編全５編を収録。『小説現代』掲載

ンガとともに紹介します。

に書き下ろしを加える。

シルバニアファミリーの
楽しいくらしと季節のごはん

ウィーアーリトルゾンビーズ
長久

充/著

両親が死んでも泣けなかった１３歳のヒ
手作りをプラスして、動物たちといっ

カリ、石、竹村、郁子。それぞれの家を

しょに自分だけのシルバニアファミリー

巡ったのちに流れ着いたゴミ集積所で、

の世界を楽しみませんか。オリジナルの

彼らの運命は大きく動き出す。４人は感

ハウスのリペイントや家具づくり、ミニ

情を、心を取りもどせるのか−。２０１９

チュアのたべものやジオラマ作りを紹介

年６月公開映画のノベライズ。

シニアの逆流性食道炎

世界を救う100歳老人
三輪

洋人/監修

ヨナス・ヨナソン/著

胃酸が食道に逆流して起こる「逆流性食道炎」とはどんな

１０１歳のアランと親友のユーリウス

病気かを解説。胃酸の分泌を抑える薬を中心とした「薬物

が乗った熱気球がインド洋に不時着。

療法」、原因となる「生活習慣」を改善する、食事や日常

漂流していたところを北朝鮮の船に助

生活での注意点と対処のヒントを紹介する。

けられ…。各国のリーダーを翻弄する
ドタバタアドベンチャー。「窓から逃

考古学から学ぶ古墳入門
松木

武彦/編著

古墳の誕生から衰退の謎を考古学から
解き明かし、日本の社会の成り立ち、国
づくりの変遷を辿る。さらに、日本人と

古墳のかかわりを時代別に解説するほか、
構造の移り変わり、副葬品の流行、発掘
法、鑑賞ポイント等も紹介する。

げた１００歳老人」の続編。

はじめてのほうろうバットの
おやつ
益田 ミリ/著
ほうろうバット１枚あれば、おいしくて体に
やさしいお菓子が簡単につくれる。ベイクド
チーズケーキ、カスタードプリン、ブラウ
ニー、マンゴープリン、シフォンケーキなど
のつくり方を紹介する。

構造の移り変わり、副葬品の流行、発掘
法、鑑賞ポイント等も紹介する。

ニー、マンゴープリン、シフォンケーキなど
のつくり方を紹介する。

はらぺこれいぞうこ
えだ かのん/絵

児童書

捨てられそうになって家から逃げ出
した、冷蔵庫のれいこさん。出会っ

ようかい川柳 ようかいも生き
ていくのはたいへんだ

た人たちに冷蔵庫の中身をあげてい
たら、はらぺこで動けなくなってし

石崎 なおこ/作・絵

まった。そんなとき、冷蔵庫が壊れ

朝起きて枕の位置がわからない（ろくろっく

て困っているおばあさんの声を聞い

び） ランドセル甲羅が邪魔で窮屈だ（かっ

て…。

ぱ） かわいいイラストの「ようかい」たちが、
日常生活を五・七・五でうたいます。見返しに

ゴリラさんだめです

書き込み欄あり。

キューライス/さく・え
うさぎのうさやまさんが畑を耕してい

「お手伝いしましょうか？」
うれしかった、そのひとこと

ると、こわそうなゴリラがやってきま
した。「ゴリラさん、畑に入ったらだ
めですよ」と言ったけど、ゴリラは畑

目の不自由な人、車いすの人、赤ちゃんを

に入ってきて、うさやまさんの大切な

連れた人…。さまざまな人たちに対するお

にんじんを２本もとってしまい…。

手伝いの仕方を、ストーリーとともに、イ
ラストや写真を交えてわかりやすく解説。
まめ知識や手助けを望む人からのメッセー

ハーピカせんにん

ジも紹介する。

田中 六大/著

おばけとしょかん
斉藤 洋/作

ハーピカフラッシュ！ ハーピカせんにんの歯みがき術の

夜のとしょかんに行ったことはあります

奥義を、おまんじゅうが大好きなましろちゃんは身につけ

か？ 学校帰りにママに頼まれて、としょ

ることができるのか？ はみがきが楽しくなる絵本。

かんに本を返しにいった男の子。新しいバ
スの図鑑を見ているうちに眠ってしまうと、
おばけバスの夢を見て…。夜のとしょかん

世界恐竜アトラス
エミリー・ホーキンズ/文

の「おばけ」のお話。

ものすごいスピードで走るシノル

NHK子ども科学電話相談おもしろギモン
大集合!!

ニトイデス、滑空するミクロラプト
ル、魚をつかまえるのが得意なバリ
オニクス…。かつて地球に生息して

ＮＨＫラジオ「子ども科学電話相談」からの名作質問＆回答集。
「どうしてパンツははかないといけないの？」「お父さんのお
ならはなぜぼくよりくさいの？」「宇宙人は悪者なの？」など
の疑問に、個性的な先生たちが答える。

アイスクリームおうこく
ナカオ

マサトシ/著

アイスクリームが大好きな王さま。お

いた恐竜たちを、美しくユニークな
イラストで紹介する大型絵本。

ふしぎまちの
ふしぎレストラン
三田村 信行/作

世話役や国の者たちが、いろいろなア

「ふしぎ亭」は、真夜中だけ開くレス

イスを用意するが、王さまはどれも気

トラン。らいおんシェフとひつじママ

に入らず…。すてきなアイス、へんて

が、おもてなしをします。旅人の注文

こアイスがたくさん登場する、読み聞

で、魔法の冷蔵庫から「恐竜のたま

に入らず…。すてきなアイス、へんて

が、おもてなしをします。旅人の注文

こアイスがたくさん登場する、読み聞

で、魔法の冷蔵庫から「恐竜のたま

かせにぴったりな楽しい絵本。

ご」を出したシェフは…！？ ふしぎで
おいしいお話。

