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※休館日

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 （中央・作東・英田・東粟倉館）

10時～17時 （大原・勝田館）

令和2年6月1日発行

（第48号）

～あなたの地域に本を届けます～

ぶっくる号

※6月に予定していた各館のイベントは、
新型コロナウイルス感染予防のため中止
とします

図書館内では、新型コロナウイル

ス感染防止のため

■一定時間ごとの換気

■ドアやカウンターの除菌

■マスクなどの着用

■返却本の拭き取り除菌

を行っています。

また、閲覧コーナーや学習スペー

スの利用など、長時間の滞在を

一部制限しています。

感染防止のため、ご理解とご協

力をお願いいたします。

Stay Home (ｽﾃｲ ﾎｰﾑ）
おうちで読書キャンペーン
4月18日（土）～ 5月31日（日）

期間中は1人10冊までの貸出冊数を

1人15冊までに増冊しています!!

感染予防のため、自宅で過ごす時間が増えていると思います。

自宅でゆっくりと本を楽しんでください。

おうちでオリジナルえほんをつくろう

4月21日（火）～

図書館で台紙を配布します。おうちで自由に絵を描い

たり、お話を考えたり、自分だけの絵本を作ろう！

完成したら図書館にもってきてください♪

図書館ＨＰからダウンロードすることもできます。

ぶっくる号は約600冊の図書を積んで、市

内のどこでも開館できます。巡回してほしい

場所、来てほしいイベントや集まりがあれば、

図書館、または教育委員会にお知らせくだ

さい。



感染症対策への不安や心配・・・体調に変化はありませんか？

『その不調、背中ストレッチが解決します。』

吉田佳代/著

６万人が効果を実感！背中ストレッチは、血流

が劇的にアップする最強のストレッチ！あなたを悩

ませる不調は、みるみる改善していきます！

『心もカラダもスッキリ！

不調知らず！食べ方レッスンBOOK』

忙しいオトナ女子のために、「いい食生活の

コツ」と「食と栄養の知識」をマンガとイラスト

で楽しく解説。

図書館で

手づくりマスクの

型紙 配布中

『心とカラダの正しい休ませ方』

日経WOMAN/編

仕事や人間関係のストレスで心もカラダも疲

れきっている・・・。

そんな心当たりがあるなら、“頑張りすぎの私”

をもっとラクにしてあげませんか？

読みたい本の予約や、所蔵情報の確認ができます♪

自宅のパソコンやスマートフォンから図書館のホームページへ接続すれば、探している本の貸し出し情報や予約が

簡単にできます。予約した本は、最寄りの図書館で受け取ることが可能。

便利な機能なので、ぜひご活用ください。（予約する場合は、事前に図書館窓口での利用者登録が必要です）

市内全館に
「新型コロナウイルス感染症対策コーナー」を設けています

（ホームページからの予約方法）

①

① 「本をさがす」から本の検索をします
② 読みたい本を選び、カートに入れます。

②

④
③ 「予約する」を

押します。

④ 「利用者番号とパスワードを入力す
る画面になります。
利用者番号は利用者カードの裏面に
記載されている9桁の番号です。
パスワードが不明な方はお手数ですが

図書館にお問い合わせください。

③

美作市立図書館の
ホームページは
こちらから



新着・おすすめ本

一般書

ダーク・ブルー

真保 裕一/著

海の底で、シージャック犯とたった

二人きり。女性潜航士に課せられた、

絶体絶命、超高難度ミッション！

2020年、震撼の大本命エンタテイ

ンメント！

あの日の交換日記

辻堂 ゆめ/著

「クラスの大杉寧々香を殺しま

す」私は先生との交換日記にこう

書いてみた。その時の先生の反応

は？手書きの日記で交わされる、

謎＆感動満載の１冊！

できない男

額賀 澪/著

山と田圃しかない夜越町で出会った、

対照的な二人の「できない男」。そ

れぞれが抱えるダメさと格闘しなが

ら、互いに成長していく姿が最高に

愛おしい、大人による大人のための

青春小説。

逆ソクラテス

伊坂 幸太郎/著

敵は、先入観。世界をひっくり返せ!

伊坂幸太郎史上、最高の読後感。

デビュー20年目の真っ向勝負!

無上の短編5編(書き下ろし3編を含む)

を収録。

魚焼きグリルで朝ラク弁当

武蔵 裕子/著

直火だからおいしい！

魚焼きグリルなら、３～４品

のおかずが一度に作れる！毎

朝のお弁当作りに奮闘するあ

なたに、ぜひ試してほしい１

冊。

宮原知子の英語術

宮原 知子/著

海外メディアの取材にも英語で答える

など、高い英語力で知られる宮原知子

選手。平昌オリンピックなどの経験を

きっかけに自分の殻を破り、英語への

「チャレンジ」を続けてきた、努力の

軌跡と宮原選手の「今」がわかる1冊。

はじめてでもすてきに作れる

バッグのきほん

猪俣 友紀/著

ブログやＳＮＳで大人気の、猪

俣友紀によるきほんのバッグ事

典。かわいくて使いいやすい

バッグがだれでも作れます。

さだの辞書

さだ まさし/著

1998年『広辞苑第五版』に「目が

点になる」収録！！この事件がご縁

の自伝的エッセイ集。テーマは家

族・故郷・ご先祖様、友・仲間・恩

人、歴史・土地・希望、本・音楽・

映画。ときに爆笑、ときに涙の三題

噺25話。

ビジネスエリートがなぜか身に

つけている教養としての落語

立川 談慶/著

４００年、日本人を笑わせ続けてきた

伝統芸能「落語」それは、知性の塊で

ある―なぜエリートはこぞって落語を

ききたがるのか！？

人生を１冊でふりかえる

手作りアルバム

藤井 千代江/著

収納や片づけの悩みを抱えた方から

プロの写真家たちまでが「これは画

期的！」と感動した手法で、楽しみ

ながらアルバム作りができます。



児童書

つよい歯をつくろう

ながおか えつこ/絵

歯の正しい知識がわかる絵本の

シリーズ。口の中には、むし歯

になることを防ぎ、歯を強くす

るしくみがあります。だからと

いって、歯みがきをしなくてい

いわけではありません。

ふかふかぽん！
若菜ひとし・きよこ/作

ホットケーキができていく様

子を、画面いっぱいに描かれ

たイラストとシンプルな文章

で綴る食べ物絵本。

地底アパート入居者募集中！

蒼月 海里/著

追い出された一葉が住むことになった

「馬鐘荘」の一葉の部屋は、地下二階。

そこは住む人の業によってどんどん深

くなる異次元地底アパートだった。大

家は怪しい自称悪魔、隣人はイケメン

アンドロイドと女装男子。一葉の新生

活はいったいどうなる!?

ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん

田中 六大/絵

年老いた祖父の変化にとまどい、ショッ

クを受けながらも、ともにすごす中で、

現在の祖父を徐々に受け入れ、心をより

そわせていく姿を、1年生の男の子の視点

からまっすぐに描き、あたたかな感動と

共感が広がる作品。

おしゃカワ！はじめての

インテリアＢＯＯＫ

自分好みのお部屋にコーディネー

トするアイデアがいっぱいつまっ

た本。これであなたの部屋も、み

んなを呼びたくなるおしゃれルー

ムに大変身！

プラスチックモンスターを

やっつけよう！

武田晋一/写真

日本のプラスチック対策は遅れていて、

「焼却」に頼りすぎる傾向にあります。

しかし、焼却は答えではなく「削減」

を目指すべき！夏休みの自由研究等に

活用できる実践例も豊富。

かみさまのベビーシッター

廣嶋 玲子/文

商店街の福引で幸介が当てたのは、

「神様の卵」。願い事が叶い放題

だと喜び、お母さんと一緒に願望

をぶつけるべく、赤んぼで手間が

かかる神様のお世話に明け暮れる。

神のご加護はあるのか？

ドーナツの歩道橋

升井 純子/著

介護が必要な祖母をめぐって、

家族はなんだかぎすぎすして

いる。麦菜の心も「好き」

「嫌い」を行ったり来たり。

まるでドーナツ型の歩道橋を

歩くように──。

高すぎ？ 安すぎ！？

モノのねだん事典

大澤 裕司/文

身の回りにあるさまざまな

「モノ」の値段にまつわる

面白知識を、気軽に楽しめ

る雑学読み物。

ねずみくんはめいたんてい

上野 紀子/絵

名探偵のねずみくん。ある日、

りんごがなくなったことに気づ

きます。「じけんだ！ あしあ

とを つけずに、りんごが と

れるのは…」調べていくと、意

外なはんにん像が明かされて

……。


