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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3年6月20日発行

（第61号）

■休館日

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。

※掲載の行事日程等は、感染予防のため変更となる場合があります。

大原・勝田休館日

ブックサロン

7月17日（土） 10時～11時

本好きな方、図書館好きな方、情報交換し

ましょう！

いろんな図書館に
行ってみよう！！

おはなし会

7月4日（日）10時～11時 大原総合支所

7月10日（土）10時～11時 中央図書館

7月14日（水）10時～11時 英田図書館

7月14日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館

7月17日（土）14時～15時 作東図書館

造形あそび広場

7月4日（日） 10時30分～16時30分

カプラブロックで自由に遊ぼう♪

昔話をたのしむ会

7月25日（日） 11時～12時

ほっこりさんによる民話の語りの会です。

東粟倉図書館

東粟倉図書館

中央図書館

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。

ワークショップ
「豆本をつくろう」

7月4日（日） 10時～11時

豆本をつくってみよう。（定員8名）

講師：地域おこし協力隊 島津さん

作東図書館

七夕イベント

七夕かざりや短冊を書いて図書館内

の笹にかざろう！

英田・東粟倉図書館

6月19日（土）～7月11日（日）

作東図書館

6月22日（火）～7月11日（日）

ワークショップ
「ちぎり絵」

7月11日（日）13時30分～15時

新聞紙を使ってちぎり絵をしよう！

対象：小学生以上

東粟倉図書館

七夕の本の特集

しています♪



（課題図書・指定図書の利用についてお願い）

7月1日（木）～8月29日（日）の期間、課題図書と指定図書の利用に

際して以下のことをお願いしています。

・貸出期間 7日間

・貸出冊数 2冊まで

・対象 小学生から高校生

巡回日程 定期巡回場所（時間） ※祝日は巡回しません

第１・３金曜日

7/2 . 7/16 梶並やまゆり苑（11:00～11:30） 大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00）

第１・３土曜日

7/3 . 7/17
勝田東小学校（11:00～11:30）

大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00） むさしこども園（14:45～15:15）

第２・４土曜日

7/10 . 7/24
大原公民館（11:00～11:30)

旧粟井小学校（13:45～14:15） 勝田ひまわりﾄﾞｰﾑ（15:00～15:30）

第２・４日曜日

7/11 . 7/25
かつた市民センター（11:00～11:30）

豊国公民館（13:45～14:15） 旧巨勢小学校（15:00～15:30）

赤字は毎月の定期巡回日です

今月の巡回日は･･･

夏休みの課題応援します！

雨天、強風など・・・
悪天候によりぶっくる号の運行を、急遽中止する場合があります。ご了承ください。

ぶっくる巡回
コース

＠みらいぶキャンペーン
（期間）

7月1日（木）～8月29日（日）

記念品交換期間 9月18日（土）まで

（引換券配布・記念品交換場所）

市内図書館

移動図書館車ぶっくる号

（記念品）

引換券
10枚で・・・オリジナルエコバッグ（先着200名様）

5枚で・・・ぶっくる号クリアファイル（先着300名様）

※記念品は数に限りがあります！

記念品交換はおひとり様1回までです。

この引換券を

集めてね！

市内各図書館では課題・指定図書や自由研究の本など、夏休みの宿題に

役立つ本を集めたコーナーを設置しています。

必要な本が見つからないときは、図書館員にご相談ください♪

作東図書館 課題図書コーナー

たくさんの方が利用できるよう

ご協力よろしくお願いします。

本の貸出時にお渡しする返却しおりについている引換券を

集めてください。引換券を集めると、美作市立図書館の

オリジナルグッズと交換

することができます♪

↑（数量限定）オリジナルエコバック



新着・おすすめ本

一般書

甘美なる誘拐

平居 紀一/著

第19回『このミステリーがすごい！』

大賞・文庫グランプリ受賞作！ ヤクザ

の下っ端二人組、廃業寸前の自動車部

品店の父娘、宗教団体教祖の孫娘……

様々な人物や事件が、衝撃のラストに

帰結する、誘拐ミステリーの新機軸！

悪魔には悪魔を

大沢 在昌/著

元傭兵の将は、潜入捜査中に失踪した

マトリの双子の兄・良を捜す為、良に

なりすましベトナム犯罪組織に接近す

る。兄弟を襲う真の黒幕、驚愕のミス

テリー！

どうしても頑張れない人たち

宮口 幸治/著

「頑張る人を応援します」は危う

い！頑張れないがゆえに、助けを必

要としているのだ。困っている人た

ちを支援につなげるための知識とメ

ソッドを、児童精神科医が説く。

老いの福袋

樋口 恵子/著

老年よ、大志を抱け、サイフも抱

け！ 88歳のヒグチさんの日常は

初めてづくしの大冒険。トイレ閉じ

込め事件から、お金、働き方、人づ

きあい、介護、終活問題まで、「知

恵とユーモア」がつまったエッセイ。

子どもと一緒に見つける身近な

生きものさんぽ図鑑

見つけやすい場所や探し方・捕まえ

方、飼育の仕方や危険度、おもしろ

い習性などをイラストや図解、マッ

プなども多用して見やすく掲載。お

うち時間のお供にぴったりの1冊！

カード師

中村 文則/著

占いを信じていない占い師であり、

違法カジノのディーラーでもある僕

に舞い込んだ、ある組織からの指令。

それは冷酷な資産家の顧問占い師と

なることだった──。

バズレシピ真夜中の背徳めし

リュウジ/著

まるでハンバーガーを食べている

ような味わいの「ベーコンエッグ

Wチャーハン」や、お菓子で作れ

るおしゃれ料理「じゃがレット」

など真夜中でも、見ると思わず食

べたくなるレシピを100種掲載！

星落ちて、なお

澤田 瞳子/著

不世出の絵師、河鍋暁斎が死んだ。

腹違いの兄、根無し草の弟、病弱な

妹を抱え、河鍋一門の行末は残され

た娘のとよ（暁翠）の双肩にかかっ

ている――。激動の時代を生き抜い

た女絵師の一代記。

農家直伝たくさんとれた

野菜の保存と料理

池上 正子/著

家庭菜園でたくさん育った野菜のベスト

な収穫方法や保存方法、残さず使い切る

レシピをまとめて紹介する一冊。自分で

育てた野菜をムダなく、おいしく味わう

ために知っておきたい知識が満載！

実力も運のうち 能力主義は正義か？

マイケル・サンデル/著

出自に関係なく、人は自らの努力と才能

で成功できる――能力主義の夢は残酷な

自己責任論と表裏一体であり、人々の間

に未曾有の分断をもたらしている。この

難題に解決策はあるのか？ハーバード大

の超人気教授の新たなる主著！



児童書
あきらがあけてあげるから

ヨシタケ シンスケ/作

ボクはチョコがたべたいんだけど、

このふくろ、あけにくいんだよ。

でも、おおきくなったら、ボクは

きっとなんでもあけられるように

なるとおもうんだ。じぶんのぶん

もみんなのぶんも、ぜーんぶあけ

てあげるんだ！

けんだましょうぶ

にしひらあかね/作

けん玉を持って遊びに出かけた

けいくんがであったのは、きつ

ね。きつねが玉をとおさらにの

せると、玉がみかんに早変わり。

そのあともたぬき、魔女、てん

ぐが現れたけれど、どれも

ちょっとへんてこで……。

動物なぜなに質問箱

小菅 正夫/答える人

「キリンやカバなどの大きい動

物はどうやってねるの？」「パ

ンダはなんで白黒なの？」動物

に関する子どもの素朴な疑問に、

旭山動物園元園長の小菅正夫が、

独特な切り口でこたえる本。

学校のひみつ

齋藤 孝/著

ちょっと変えれば学校がもっと楽

しく！「勉強が好きじゃない」

「気の合う友だちがいない」…そ

んな悩みがある人のために、学校

がちょっと楽しくなる“学校のひ

みつ”がぎゅっとつめこまれた本。

サステナブル・ビーチ

小手鞠 るい/作

「サステナブル・ビーチ」――そんな

名前の小部屋に、七海は入った。永遠

につづいていく、すべての生き物たち

のための、きれいな海辺。そこで、七

海が目にしたものとは。七海の「夏休

みアクション」が始まる。

魔法の国の謎とき屋

萩原 弓佳/著

魔法の世界に迷いこんでしまった、

中学一年生の瑠香。そこで出会った

魔法使い見習いの少年・ハンリと、

喋る魔法の杖・シャルとともに、元

の世界に戻るための「魔法の材料」

を探す旅に出た瑠香が出会ったもの

とは？

神さまの通り道

村上 しいこ/作

小学生のガンちゃんがもらった部

屋は、代々「神さまの通り道」と

言われていた敷地だった！ ガン

ちゃんの部屋に自称神さまのスー

さんが現れ、ガンちゃんに型破り

なアドバイスをするようになる。

地域学をはじめよう

山下 祐介/著

どんな地域にも固有の歴史や文化、

人々の営みがある。それらを知っ

ていくことで、自分や社会、そし

て未来が見えてくる。調査実習の

手法や体験をふまえ、時間と空間

を往来しながら、地域学の魅力を

伝える。

青空モーオー！

堀米 薫/作

夏休み、都会に住む小4の陸は、

いとこが働く牧場に行くことにな

る。家族とはなれて1週間、自然

の中で牛や牧場の人たちと暮らす

……さあ、どんな体験が待ってい

る？ そして、陸にはある悩みが

あったのだけれど――！？

おやつトランポリン

大塚 健太/作

走ってきたいちごが、トランポ

リンで「ぽよーん」と跳ねて

「すたっ！」と着地したのは

ショートケーキの上！ 食べ物

たちが次々に現れて、トランポ

リンで見せる華麗なジャンプと

ユーモラスな擬音が楽しい絵本。


