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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10月20日発行

（第53号）

■休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

11月1日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）

11月11日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）

11月14日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会）

11月21日（土） 10時30分～11時30分 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

造形あそび広場

11月8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ています。
参加される方もマスクの着用を
お願いします。
・人と人との距離は１ｍ以上
あけましょう。

ご協力よろしくお願いします。

大野コミュニティセンター
（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。

10/27～11/9は読書週間です

まつぼっくりでつくろう

11月29日（日） 10時～11時 東粟倉図書館 まつぼっくりで、クリスマスツリーを作ろう！

昔話をたのしむ会

11月22日（日） 11時～12時 中央図書館 ほっこりさんによる民話の語りの会です。



御社のチャラ男

絲山 秋子/著

社内でひそかにチャラ男と呼ばれる三

芳部長。彼のまわりの人びとが彼を語

ることで見えてくる、この世界と私たちの

「現実（いま）」。すべての働くひとに

贈る、新世紀最高“会社員”小説。

11月23日は勤労感謝の日です。今月は、お仕事小説やお仕事絵本を紹介します。
お仕事の本

期間中、図書館で本を借りた方には
チケットを配布します。（1日1人1枚まで）
チケットを集めてイベントに
参加しよう！

どうぶつげんきにじゅういさん

はせがわ かこ/絵

動物たちの命を守るため、獣医さん

はてんてこまい！獣医さんの1日の

仕事を、リアリティたっぷりに描いたよ

みきかせ絵本。

ハケンアニメ！

辻村 深月/著

男も女もない過酷な現場で、

目の前の仕事に打ち込むプロたちが、

追い求めるものはいったい何なの

か？辻村深月が紡ぎ出す最高に刺

激的なお仕事小説！

Ｙ

＠みらいぶ

おまつり広場

日時：10/31（土）・11/1（日）
11/7（土） ・11/8（日）

10:00～15:00

場所：作東図書館ロビー

チケット1枚で、3つのゲームの
どれか一つに参加できます

●金魚つりごっこ

●射的ごっこ ●わなげ

（中央・作東・英田
・東粟倉図書館）

期間中、チケット2枚でくじを

ひいてプレゼントをもらおう！

はずれなしです。

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。

美作市立図書館

※持っているチケットの数だけ、
ゲームに参加できます

『ないものねだりの君に光の花束を』

汐見 夏衛/著

夏のイベント（読書でみまさか一周の旅）

から、みなさんの心に残った1冊を紹介します！

（感想）

人によって平凡は違うし、願うこともほしいもの

も違うけれど、どんなことがあっても変わらず見

てくれる人が一人いれば大丈夫…と。最後は

すっきりさわやかです。



新着・おすすめ本

一般書

始まりの木

夏川 草介/著

東京にある国立東々大学の学

生で民俗学を専攻している藤

崎千佳と指導教官である古屋

神寺郎の学問と旅をめぐる、

不思議な冒険の物語。

半沢直樹 アルルカンと道化師

池井戸 潤/著

半沢直樹が絵画に秘められた謎を

解く――。

「やられたら、倍返しだ」。

明かされる真実に胸が熱くなる、

シリーズの原点。

雪月花

北村 薫/著

本と本とが響き合い奏でる音を愛でる

日々。読書愛あふれる初の私小説。解

決のない疑問は、解毒剤のない毒薬の

ようなものだ―。読み手もまた創作者、

本を読む愉しみを分かち合い、時空を

めぐる、日常の冒険。

マンガ版 ちょっとだけ・こっ

そり・素早く「言い返す」技術

ゆうきゆう/著

仕事で、プライベートで……

無神経な言動を繰り返すあの人、

この人に「そのひと言」で、人間

関係がみるみるラクになる！

志村けん １６０の言葉

志村 けん/著

歳月という季節の中で、志村

さんは、どう自分を持って生

きたのか、残された言葉を紡

いで、その足跡を追う。

暗闇にレンズ

高山 羽根子/著

高校生の「わたし」は親友の「彼女」

と監視カメラだらけの街を歩き、携帯

端末の小さなレンズをかざして世界を

切り取るー。映画と映像にまつわる壮

大な偽史と、時代に翻弄されつつもレ

ンズをのぞき続けた”一族”の物語。

ふるさとの手帖

かつお（仁科勝介)/著

「日本の市町村1741をすべて

巡る」そんなとてつもない目標

を達成した著者が見て、聞いて、

感じて写真におさめたわたした

ちのふるさとの絶景を詰め込ん

だ1冊。

えにし屋春秋

あさの あつこ/著

縁結びも縁切りも、自分らしくあ

るために。

縁(えにし)を商いとするひとびと

を描いた、心ふるえる時代ミステ

リー。

バズレシピ ベジ飯編

リュウジ/著

野菜が苦手な料理家だからこそ

最高にうまいベジ飯を研究し尽く

している！レンジでできる一品か

ら、つまみ、主役級のおかずまで

「こんなレシピがほしかった！」

がつまった一冊。

世界一たのしい！

切り紙ブック

いしかわ☆まりこ 他/著

モビールやポップアップカー

ドなど、切り紙の技法で作る

ペーパー雑貨まで載った、世

界一たのしい切り紙の本。

テレビやラジオ

で話題!



児童書
サンドイッチに

はさまれたいやつよっといで

岡田 よしたか/作

サンドイッチの具になりたくて、

閉店後のパン屋にしのびこんだ具

たち。ワクワクしながら食パンに

はさんでもらっていると、「ぼく

らも はさんで」と、次から次へ

と個性的な具がやってきて……。

つるかめ つるかめ

あずみ虫/絵

おくびょうで、こわがりは、あ

たりまえ！ずっとむかしから、

だれでもどきどきしたり、こわ

くなったりしたから「つるかめ

つるかめ」というおまじないが

伝えられてきたのです。

いきものやばいすみか図鑑

いきものの家は、驚くほど巧妙

で奇想天外！

知られざる「すみか」の秘密に

せまり、いきものの生存戦略を

知れる、ユニークな図鑑。

イイズナくんは今日も、

櫻 いいよ/著

「落とし物」や「探し物」から人

と人との関わり・繋がりにふれて

いく、連作ハートフル青春ファン

タジー小説。

おばけずかん

おばけだらけのまちがいさがし

講談社/編

小学生に人気の「おばけずかん」

シリーズがまちがいさがしになっ

て登場！ちょっぴりこわくてワク

ワクする、おばけだらけの一冊。

俳句ステップ！

おおぎやなぎ ちか/著

七実には秘密がある。それは公園で出

会ったおばあさんと、密かに俳句を

作っていること。そんなある日、事件

が起こりー。少ない言葉に思いをこめ

る俳句の魅力や、句会を通じて人と心

を通わせる楽しさを描いた、俳句入門

にもぴったりの物語。

めいたんていサムくん

那須 正幹/著

空色のハンカチのにおいをかぐと、

あたまがさえわたる！小学生のめ

いたんてい、サムくん。日常にひ

そむどんな事件も、サムくんの名

推理で、そくかいけつ！

はやしでひろったよ

亀田 龍吉/写真

秋の林にいくと、色とりどりの

落ち葉やいろいろな木の実を拾

うことができる。それらがどこ

からきたのか、どうやってでき

たかを美しい写真で探っていく。

自然と触れ合う楽しみがふくら

んでくる絵本。

かべのあっちとこっち

ジョン・エイジ―/作

絵本の真ん中にそびえたつ壁。

壁のこっちの騎士は「壁のあっ

ちには猛獣や鬼がいてキケン。

壁のこっちは安全だ」という。

でもこっちはだんだんと水がせ

まってきてー。

にんじゃいぬタロー

渡辺 陽子/作

ある日、ケンタのうちに、ふろしきを

せおったあやしい犬がやってきた。そ

の犬はいっしょうおつかえする、との

さまをさがしているという。ひとりと

いっぴき、とのさまをさがそうと、に

んじゃしゅぎょうをはじめるが…。

ほんとうに

キケンなの

は･･･？


