
 

 

 

  

しょかんだより 

～美作市立図書館～ 

２月号 

大野コミュニティカフェ（大原地域） 

やまゆり苑（勝田地域） 

2/7（金）13:00～15:00 

～あなたの地域に本を届けます～ 

出張図書館 

毎月楽しい 

イベントがあるよ♪ 
いろんな図書館に 

行ってみよう！！ 

おはなし会 

 2月２日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと） 

 2月８日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会） 

２月 12日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ） 

 2月 15日（土） 10時～ 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。 

 2月 15日（土） 14時～15時 作東図書館（タンポポ） 

造形あそび広場 

２月９日（日） 10時 30分～16時 30分  

カプラブロックで自由に遊ぼう♪ 

2/5（水）11:45～13:00 

2/27（木）10:30～12:00 
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※休館日

令和 2年 2月 1日発行 

（第 44号） 

東粟倉図書館 

返し忘れている本はあり

ませんか？返却期限が過

ぎている本がありました

ら、返却をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

市内全館イベント 

図書館ぐるっとスタンプラリー 

   2月 1日（土）～3月 29日（日） 

市内の図書館を周ってスタンプを集めよう！ 

本を借りるとスタンプを 1個、イベントに参加 

すると 3個押します。 

 

 

 

返却しおりを集めよう！ 

 1月 4日（土）～2月 29日（土） 

返却しおりのクーポンを集めて 

プレゼントをもらおう。 

・・・美作市立図書館イベント いろいろ・・・・・ 

作東図書館 

２０２０年大河ドラマ 

小説集 明智光秀 

菊池寛/著 
謎に満ちた前半生は

いかなるものだったのか。

なぜ謀叛を起こし、信長
を葬り去ったのか。そして

本能寺の変後は…。超
豪華作家陣の想像力が

炸裂する、傑作歴史小
説アンソロジー！ 

本能寺の変に黒幕あ

り？ 関ヶ原は家康の陰
謀？義経は陰謀の犠牲

者？俗説、一蹴！ “陰
謀論”を徹底論破する。 

陰謀の日本中世史 

          呉座 

勇一/著 

ワークショップ 

紙袋でブックカバーをつくろう！ 

       2月２２日（土） 

① １０：００～ ②１１：００～ 

場所：作東図書館 学習室 

※それぞれ先着１０名様 

※事前申し込みは不要です。 

※参加費無料 

カバーをかけたい本を１冊ご持参ください。 

 

すごろく in 図書館 

 1月 21日（火）～2月 29日（土） 

サイコロをふって出た目のマスに書かれたお題に

挑戦しよう！ 英田図書館 

１月１９日 

スタートしま

した！ 麒麟がくる 
 大河ドラマとしては初めて智将・明智光秀を主役とし、その謎めいた前半生にも

光があてられます。脚本は池端俊策さん、明智光秀を俳優の長谷川博己さんが演じ、

市川海老蔵さんが語りを勤めます。 

 明智光秀や戦国時代についての本を紹介します。 

市内には６つの図書館

があるよ！少し足をの

ばしていろいろな図書

館に行ってみよう！ 



 

アスリーツ
あさの あつこ/著

中学で陸上を辞めた沙耶は、広島の高校に

進学し、射撃部に入部する。未知の競技に

戸惑いながらも、親友の花奈とともに励む

毎日だったが…。少女たちの喜怒哀楽が渦

巻く、心震える青春小説。

男はつらいよお帰り寅さん
山田 洋次/原作・脚本

サラリーマンを辞めて、念願の小説家に

なった満男。だが長い間、寅さんに会えず

心には大きな穴が空いていた。満男はサイ

ン会で、かつて結婚の約束までした初恋の

人・イズミと再会し…。

まち
小野寺 史宜 /著

「村を出て、東京に行け」と祖父に背中を押

され、都会で一人暮らしを始めた瞬一。バイ

トをしながら荒川沿いのアパートに住んで４

年、町の人々に馴染みつつあった。そんなあ

る日、突然祖父が東京にやって来ると言い…。

本意に非ず
上田 秀人/著

主を討った明智光秀、極悪の者と忌み

嫌われた松永久秀、父を死なせ弟を殺

した伊達政宗−。歴史の流れの中で、

理想や志と裏腹な決意をせねばならな

かった男たちの、後悔と無念の人生を

描く。

ものは言いよう
ヨシタケ シンスケ /著

絵本作家ヨシタケシンスケの絵本創作の秘

密がすべて詰まった一冊。自身を徹底分析

したイラスト解説＆ロングインタビューの

ほか、お気に入りの本、絵本のネタ帳など、

お宝資料も満載。

枝元なほみの今夜はおでん
枝元 なほみ/著

おでんがあれば、それだけで満足！ 料理

家・枝元なほみが、定番から地方ルーツの

おでん、お酒にも合う大人が喜ぶおでんま

で、様々なおでんレシピを紹介する。下ご

しらえの方法、副菜のレシピ、おでんだね

図鑑なども収録。

ディズニーヒロインの

生きる道
小宮山みのり/著

白雪姫、シンデレラ、ジュディ、モアナ、

ボー・ピープ…。勇敢で、心やさしくて、

時にくじけるがまた立ち上がるディズニー

のヒロインたち。４４人の魅力的なヒロイ

ンの生き方を紹介。

志麻さんの気軽に作れる

極上おやつ
志麻 /著

特別な道具や材料が揃わなくても、す

ぐに作れて、誰もができる、おやつの

簡単なレシピを伝説の家政婦・志麻さ

んが紹介。カスタードプリンやチーズ

ケーキから、クレープ、タルトタタン

まで全５８品を収録する。

新着・おすすめ本

2０３０年の世界地図帳
落合陽一/著

２０３０年に向けてのビジョンを作るた

めに必要なデジタル地政学の考え方とは。

ＳＤＧｓ、ＧＡＦＡＭ、中国、サード

ウェーブの世界を豊富な地図やグラフで

俯瞰し、わかりやすく解説する。池上彰

との対談も収録。

一般書

老人初心者の覚悟
阿川 佐和子/著

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。



 

うさぎのみみしばり
バーサンスレン・ボロルマー /絵

町のとこやにやってきた、ちょっぴり緊張ぎ

みの山のうさぎ。はさみの音がなると、耳が

ぴくぴく動いてとまりません。そこでうさぎ

は…。うさぎがとった思いがけない解決方法

に、ほっと心和む物語。

るすばんかいぎ
浜田 桂子/作

ゆうきくんがお母さんとお父さんと泊

まりがけでおでかけしている間に、留

守の家の中で、家具たちの「るすばん

かいぎ」が開かれていました。このご

ろの、ゆうきくんの様子を話し合うの

ですが…。

くまくまパン
いちにちパンやさん

西村 敏雄 /作

くまのパン屋に、見学でこどもたちが

やってきた。パンができるまでを見たあ

と、パン作りにチャレンジ。でもりすく

んは手が小さいせいでうまくできなくて

…。「くまくまパン」シリーズ第３弾。

きょうりゅうワンダーランド

さがして！かぞえて！あそべる絵本

アニェーゼ・バルッツィ/著

恐竜がいっぱいのワンダーランドを冒険し

ましょう。いろいろな恐竜がわんさか登場。

恐竜を探して、数えて、計算して、ミッ

ションをクリアしてすすみましょう。

クイズでわかる！

全国４７都道府県
陰山 英男 /監修

北海道の次に大きい県はどこ？ 島が９

００以上ある都道府県は？ 日本各地に

関するクイズを、自然・地形、暮ら

し・産業、歴史・文化、食べ物といっ

た４つのジャンルから出題。

児童書

食品ロスの大研究
なぜ多い？どうすれば減らせる？

井出 留美/著

日本の食品ロスと世界の食料問題を、

豊富な写真や図版とともに解説し、食

品ロスを減らすためのヒントを紹介。

みらいおにぎり
桧山タミ/作

「おいしくなあれ」は幸せをもたらす

魔法のことば。九州で活躍する９３歳

の料理家タミ先生が、半生を振り返り

ながら、幸せになる生き方を語る。お

いしいおにぎりのつくり方も紹介する。

十四歳日和
水野 瑠見/作

いけてるグループに入れたけれど、自分の

居場所ではないと気づいている葉子。軽い

気持ちで応募したオーディションの一次審

査に通った律。どれだけ努力しても成績は

２位の大地…。十四歳の心をていねいに描

く４つの季節の物語。

7５億人の

ひみつをさがせ！
クリスティン・ローシフト/著

数える、探す、ひみつを知る、クイズに答

える、哲学する…。何とおりも、何度でも

楽しめて、人間の多様性と、一人ひとりの

存在のかけがえのなさに、遊びながら気づ

かされる絵本。

はるかちゃんが、手をあげた

服部 千春/作

２年２組のほとんどの人は、まだ、はるか

の声をきいたことがありません。はるかは、

しゃべれないわけではありません。うちで

は、だれとだってちゃんとしゃべれます。

でも、学校で話すのは、こわくてすごくは

ずかしくて…。


