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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7月20日発行

（第50号）

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。

引き続き、感染防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

■休館日

おはなし会、
再開します！ いろんな図書館に

行ってみよう！！

おはなし会

8月1日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会）

8月5日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

8月9日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

8月22日（土）10時～ 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

8月22日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

造形あそび広場

8月9日（日） 10時30分～16時30分 東粟倉図書館 カプラブロックで自由に遊ぼう♪

お願い

・おはなし会スタッフはマスク、
飛沫ガードを着用します。
参加される方もマスクの着用をお
願いします。
・1ｍ以上の間隔をあけておこな
います。

ご協力よろしくお願いします。

大野コミュニティカフェ
（大原地域）

やまゆり苑（勝田地域）

～あなたの地域に本を届けます～

出張図書館 ぶっくる号

※行事・日程等は新型コロナウイルスの影響で中止、変更となる場合があります。

システム更新のため、以下の期間ホームページの閲覧が出来なくなります。
8/9（日）18:00～8/12（水）9:30



10分スイーツ

＆100円ラッピング 夏

まちやまちほ/著

カンタンなのにかわいい☆シリーズ

第4弾！ 今回は、可愛いのに10

分でできちゃうスイーツのレシピと、

それをプレゼントするのにピッタリな

ラッピング方法を紹介！

暑い夏を快適に過ごせるヒント教えます！

夏を涼しく快適に

読書でみまさか一周の旅

読んだ本の数のマスに色をぬり、美作市を一周しよう！

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間：7月1日（水）～ 8月30日（日）

訪ねる機会の少ない市内各地を、“今だからこそ”読書でゆっ

くり巡ってみませんか？

期間内にゴールすれば、記念品をプレゼントします！

参加賞もあるので、キャンペーン終了後は必ず

図書館窓口でパスポートをお見せください。

記念品交換期限：9月29日（火）

※旅のパスポートは図書館で配布しています

美作市の特産品
をプレゼント♪

あ、これ、ゆかた地? 

ゆかた地でつくる服や小物たち

mikiひろさわ/著

流水に萩のスモック、雨につばめの

ワンピース、万筋のワンピースなど、

ゆかた地で作る、夏のぴったりの服

を紹介。

育てて楽しむ

はじめての緑のカーテン

緑のカーテン応援団/著

省エネ・節電にもつながる緑のカー

テンで、この夏を快適に乗りきる!ベ

ランダや庭で手軽にできる、植物を

利用した涼しい空間づくり。

夏を涼しく!

おばあちゃんの知恵袋

おばあちゃんの知恵袋の会/著

暑さで寝不足、夏バテで食欲が出な

い、夏風邪がなかなか治らない、日差

しで髪や肌がボロボロになった!…あな

たへ。電気を使わず、ナチュラル素材

で、気持ちよく夏をのり切るコツ満載。

インターネット予約、カウンターでの予約などで最寄りの図書館へ本を取り寄せることが出来ます！

ぜひご利用ください♪



新着・おすすめ本

一般書

パソコン探偵の名推理

新装完全版

内田 康夫/著

国民的人気作家がデビューからま

もない時期に発表した、名探偵・

浅見光彦もあっと驚く、全9編収

録のユーモア・ミステリー集!

ほたる茶屋千成屋お吟

藤原 緋沙子/著

日本橋で御府内のよろず相談を引

き受ける『千成屋』の女将・お吟

は、会津からやって来た客を伴い

『ほたる茶屋』にやってきて･･･。

少年と犬

馳 星周/著

傷つき、悩み、惑う人びとに寄

り添っていたのは、一匹の犬

だった――。犬を愛するすべて

の人に捧げる感涙作！

みんなのアマビエ

今、漫画家をはじめ様々なアーティス

トやクリエイターたちが「アマビエ」

をモチーフに作品をつくり、SNSな

どで発表している。疫病退散の祈りを

こめて投稿された作品を一同に集めた

本を緊急出版。

鬼滅の刃しあわせの花

矢島 綾/著

週刊少年ジャンプでの大人気連載漫

画、『鬼滅の刃』初小説(ノベライ

ズ)!!立ち寄った村で婚礼に招待され

た炭治郎たちの話や、その他、鬼殺

隊の本編では語られなかった出来事

が明らかに･･･。

水を縫う

寺地 はるな/著

松岡清澄、高校一年生。一歳の頃に父

と母が離婚し、祖母と、市役所勤めの

母と、結婚を控えた姉の水青との四人

暮らし。世の中の〈普通〉を踏み越え

ていく、清々しい家族小説。

思わず見とれる

ゼリースイーツ

大越 郷子/著

冷やし固めるだけで、おいしく

てきれいなデザートのできあが

り。おいしくてヘルシー、見た

目もきれいなスイーツのレシピ。

僕たちはまだ、仕事のことを

何も知らない。

糸貫 律/著

「大人になったら、どんな仕事にも

就けるはず！」と思っていた主人公

たち。しかし現実は甘くなく…。３

人の大学生の就職活動をマンガで描

き、仕事・会社選び、働くことの意

味を伝える。

Yuuのラクうまベストレシピ

誰にでもできる簡単なコツでいつものおかず

がごちそうに

Ｙｕｕ/著

インスタグラム50万人フォロワー！

Yuuさんが３年ぶりに手掛けるレシピ

本は、インスタグラムで人気のおかず

ばかりを掲載！

一度読んだらクセになる！

おもしろ化学ネタ50

齋藤 勝裕/著

化学と科学の分野で180冊以上

の著者と、文系出身の編集者が

作った、

これならば誰でも読めてハマれ

る化学の本。



児童書

パンダオリンピックたいそう

いりやま さとし/作

読めばしぜんにからだが動く！

家庭でも園でも大人気の「パンダ

たいそう」シリーズ！

「パンダ オリンピックたいそう

はじめるよ！」

ことわざしょうてんがい

かんべ あやこ/作

お買い物をしながら、はな

ちゃんと一緒に「ことわざ」

を体験し、楽しく知ることが

できる絵本。

南極のさかな大図鑑

岩見 哲夫/著

世界初、南極の魚フルカラー大

図鑑！氷点下でも凍らない血液

をもった美しい魚たちの世界を、

たっぷりと紹介。見たこともな

い魚たちに出会える。

ぼくたちの緑の星

小手鞠 るい/著

名前ではなく番号で呼ばれる灰色

の世界を舞台に、大切なものを守

るために何ができるかを問う少年

少女向けSF小説。

名探偵ポアロ

メソポタミヤの殺人

アガサ・クリスティー/著

中近東の発掘調査団の宿舎で不可解

な出来事がつづいた。そして調査団

リーダーの妻に、死んだはずの元夫

から脅迫状が届く。それはすべて、

まもなく起きる殺人事件の序曲にす

ぎなかった。

トイレロケット

はっとり ひろき/著

おならスイッチ、オン！ふんばれ！

飛び出せ！気分は宇宙飛行士！ト

イレと言う名の宇宙めがけて、でっ

かいうんこを発射するんだ！トイレ

に行くのが楽しくなる絵本。

料理はすごい！

柴田書店/編

つくり方の解説や工程写真は、ひ

たすら細かく丁寧に。調理のポイ

ントや食材についての豆知識など

をちりばめて、子どもたちが料理

に興味をもつための工夫が随所に

盛り込まれている。

都道府県まるわかり地図帳

藤子・Ｆ・不二雄 /キャラク

ター原作

大好評のドラえもんの学習シ

リーズ『ドラえもんの社会科お

もしろ攻略都道府県がわかる』

の姉妹編が、ついに誕生！

ねぐせのしくみ

ヨシタケ シンスケ/作

ねているあいだに、なにが

おきてる！？もしかして

「あのひとたち」におなか

をまるだしにされたり、

いろんなねぐせをためされたりしているのかも！

うまい棒をさがせ！

子どもから大人まで、誰もが

知っているうまい棒。

そんな大人気のお菓子のさが

しっこ本が登場！


