令和3年7月20日発行

（第62号）

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

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。

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）
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（蔵書点検にともなう臨時休館）
9月24日～30日 英田図書館
9月30日 勝田図書館

いろんな図書館に
行ってみよう！！

■ 休館日

□ 大原・勝田休館日

おはなし会
8月1日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

おはなし会スタッフはマスク、

8月4日（水）10時～11時 英田図書館（おはなしきしゃポッポ）

飛沫ガードを着用していま

8月11日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）

す。参加される方もマスク
の着用をお願いします。

8月21日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
8月21日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

造形あそび広場

東粟倉図書館

8月1日（日） 10時30分～16時30分
カプラブロックで自由に遊ぼう♪

ブックサロン

東粟倉図書館

8月21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！

図書館ビンゴ

中央図書館

7月20日（火）～8月29日（日）
図書館の本を読んでビンゴを達成しよう！

英田図書館
としょかんたんてい
きえた本をみつけだせ！

夏の思い出を絵に描こう

7月24日（土）～8月14日（土）

7月29日（木）・8月21日（土）

東粟倉図書館
13時30分～15時

たんていになって図書館内でヒントをたより
に本をみつけよう！

今年の夏の思い出を絵に描いてみません

キッズサマーフェスティバル

か？

東粟倉図書館

7月17日(土)～8月29日（日）

市内各館で夏休み

スライムを作ったり、工作をしよう！

イベント開催中！
ぜひご参加ください♪

※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。

赤字は毎月の定期巡回日です

〈注意〉
8月から巡回時間が変更となっています!!

今月の巡回日は･･･

巡回日程
第１・３金曜日

8/6 . 8/20
第１・３土曜日

8/7 . 8/21
第２・４土曜日

8/14 . 8/28
第２・４日曜日

8/22

※8/8は祝日の
ため運休します

定 期 巡 回 場 所 （時間）

ぶっくる巡回
コース

※祝日は巡回しません

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）

大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）
むさしこども園（16:00～16:30）
旧粟井小学校（10:00～10:30）

大原公民館（11:30～12:00)

勝田ひまわりﾄﾞｰﾑ（16:00～16:30）
豊国公民館（10:00～10:30）

旧巨勢小学校（11:15～11:45）

かつた市民センター（16:15～16:45）
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。

＠みらいぶキャンペーン
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

（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

オリジナルグッズと交換
することができます♪

この引換券を

（引換券配布・記念品交換場所）

集めてね！

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。
↑（数量限定）オリジナルエコバッグ

8月8日は「山の日」です 山歩き、アウトドアに関する本を紹介します。
中国・四国 山歩きガイド 改訂版

ひとりぶんのキャンプごはん

今月のおすすめ本
ピヨピヨはじめてのキャンプ

山歩きの会・遊道山/著

緑川 真吾/著

工藤 ノリコ/著

温泉などの「立ち寄りスポッ

キャンプならではのお手軽

たきびにテントだピヨピヨ

ト紹介」や、心地よい風景

レシピから本格的なレシピ

ピヨ。おそとでごはんピヨ

をたのしむ『厳選!50コー

まで。一人でもキャンプを

ピヨピヨ。ドキドキワクワ

ス』など、山を楽しむための

楽しみたい！ そんなあな

ク、ピヨピヨはじめての

情報が満載!

たにぴったりのキャンプレシ

キャンプ。

ピ本。

新着・おすすめ本
一般書

琥珀の夏

星に祈る

辻村 深月/著
あさの あつこ/著

かつてカルトと批判された学校の敷

深川で、立て続けに謎の行方不明事件が

地から発見された子どもの白骨死体。

起きる。この世に思いを残して死んだ人

法子は、遺体が自分の知る少女のも

の姿を見ることができるおいちは、事件

のではないかと胸騒ぎを覚えた。そ

を解決に導くことができるのか。「おい

して、30年前の記憶の扉が開き、

ち不思議がたり」シリーズ第五弾！

友情と罪があふれだす――

赤の呪縛

星影さやかに
堂場 瞬一/著

古内 一絵/著

銀座の高級クラブで放火事件が発生。

戦時中、「非国民」と呼ばれる父親を

オーナーと容疑者が命を失った。刑

恥じ、立派な軍国少年となるべく日々

事・滝上が捜査を進めると、政治家の

を過ごしていた良彦。終戦後、彼の元

父の存在が浮かび上がる。破滅するの

に父の日記が届く。なぜ父は非国民と

は、父か、己か。権力と血脈、信頼と

呼ばれたのか――激動の昭和を生きた

裏切りに翻弄された男たちの物語。

親子三代の記憶が紐解かれる。

くう、ねる、うごく! 体メンテ

これからの日本のジビエ

崎田 ミナ/著

押田 敏雄/著

「ずぼらヨガ」「すごいストレッ

資源の有効活用の観点から注目を集

チ」の著者がストレスフリーの気軽

めるシカ、イノシシなどのジビエ。

にできるメンテナンスメニューを運

ジビエに造詣が深い各界の専門家が、

動・食・睡眠の3方向から大図解！

ジビエに対する正しい知識の普及を

お役立ち度120%の体調改善まんが、

目指し、歴史や特徴、実態などを網

ついに完成。

羅的に解説した一冊。

美しい和菓子の図鑑

ぼくのお父さん

青木 直己/監修

矢部 太郎/著

約350個の和菓子に秘められた歴史や謎、

ぼくの「お父さん」は絵本作家。

人々の思いを、豊富な史料をもとに解き

ずっと家にいて、一緒に遊び絵を描

明かす！ 季節や人生の行事、神社や寺

く。いつでもなんでも、絵に描く。

のご利益、歴史や文豪にちなむ菓子を紹

ただの変わり者？ それとも……。

介。

『大家さんと僕』の著者が実の父を
描く、ほのぼの感動の家族漫画。

方向音痴って、なおるんですか？

吉玉 サキ/著

暮らしの中のインドアグリーン
安元 祥恵/著

方向音痴の克服を目指して悪戦苦

自分の暮らしに合ったグリーンが見つか

闘！ 迷わないためのコツを伝授し

る！ これからグリーンを育ててみたい初

てもらったり、地図の読み方を学

心者や、もっと種類を増やしたい上級者

んでみたり……教わって、歩いて、

にもおすすめの、植物を愛する人に人気

考える、試行錯誤の軌跡を綴る

の品種を厳選して紹介。

エッセイ。

児童書
あんなに あんなに

もりの100かいだてのいえ

ヨシタケ シンスケ/著

いわい としお/作

子育ては「あんなに」の連続。あ

森のちかくにすんでいるオト

んなにほしがってたのに、あんな

ちゃんが見つけたのは、ふしぎ

にしんぱいしたのに、あんなに小

なおとのでる花。花をたどって

さかったのに―。日常にあふれる

森の奥へと進んでいくと、どん

たくさんの「あんなに」の中で、

どん音が大きくなって……。

子どもは大人になっていく――。

「100かいだてのいえ」シ
リーズ第5弾。

ぼくのがっこう

おもわず おもわず
えがしら みちこ/作

鈴木 のりたけ/作・絵
朝おきて、かばんにどうぐをつめこ

今日はお出かけ。バスのボタン

んで、今日もいってきまーす！ で

は押したくなるし、フェンスに

も、たまにはちがう学校に行ってみ

ものぼっちゃうし……。そうい

たい！ 入口がたきになってる「た

うこと、パパやママにはないの

きがっこう」、げたばこにとりが住

かな？ おでかけでやりがちな

んでる「とりがっこう」……。

「あるある」が出てくる楽しい

絵探しも楽しめる絵本。

絵本。

あおいろペンギン
ペトル・ホラチェック/作

すごすぎる天気の図鑑

見た目がみんなと違うからと、

空にまつわるおもしろくてために

ひとりぼっちになったあおいろ

なる知識をやさしく紹介。近年の

ペンギン。夢で見たクジラの歌

豪雨や大雪にまつわる話題も豊富

をうたっていると、最初に小さ

で、天気・気象の「なぜ？」が一

なペンギンが、そしてほかのペ

気にわかります！

荒木 健太郎/著

ンギンたちもそのすてきな歌を
聞いて集まってきて……。

家をせおって歩く
ドラえもん社会ワールドspecial

村上 慧/作

みんなのための法律入門

発泡スチロールで作った小さな白

藤子・F・不二雄/まんが

い家をせおって歩いて、日本各地

ドラえもんのまんがを読みながら、

を移動しながら生活したアーティ

初歩的な法律の知識を学ぶ事ができ

スト・村上慧。その何だか大変そ

る、小学生のための入門書。法律的

う、でも楽しそうなくらしを紹介

な視点から物を見る事を学び、論理

する。2020年 第67回 産経児童

的思考力を養う事ができる学習本。

出版文化賞受賞作。

津田梅子

バトン
山口 理/著

中川 なをみ/作

新しい五千円札の顔になる予定の

植物が好きな圭、イラン人のハッサ

女性、津田梅子。6歳で留学し、

ン、兄と二人暮らしの朝子。三人に

11年後に帰国した彼女を待ってい

手渡された、おばあちゃんのひな人

たのは、まだ女性の地位が低い日

形にこめられた思いとは？

本社会。でもその信念は揺るぎな

の、自然とのつながりを考える多様

く、学んだことを活かし、若い女

性にあふれた物語。

性たちに英語を教えていく……。

人、も

