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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

閲覧コーナーや学習スペースの利用など、

英田図書館

TEL 74-3104

勝田図書館

TEL 77-1111

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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■ 休館日

□ 大原・勝田休館日

（年末年始の休館日） 12月29日（水）～1月3日（月）

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会

おはなし会スタッフはマスク、

1月8日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）

飛沫ガードを着用していま
す。参加される方もマスク

1月9日（日）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

の着用をお願いします。

1月12日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
1月12日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
1月15日（土）14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）
造形あそび広場
1月9日（日）
10時～16時
カプラブロックで自由に遊ぼう♪

東粟倉

絵本とコーヒー

東粟倉

1月15日（土）10時～16時
地域おこし協力隊が運営するコミュニティ
スペース。ちょっと休憩していきませんか？

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。

「ほっこり」による
昔話をたのしむ会
1月23日（日）
11時～12時

中央

赤字は毎月の定期巡回日です

ぶっくる巡回
コース

今月の巡回日は･･･

巡回日程
第１・３金曜日

1/7 . 1/21
第１・３土曜日

1/15

※1/1は運休

第２・４土曜日

1/8 . 1/22
第２・４日曜日

1/9 ．1/23

定 期 巡 回 場 所 （時間）
梶並やまゆり苑（11:00～11:30）

※祝日は巡回しません

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。

お正月イベント
東粟倉

中央・英田・勝田

本の福袋
1月4日(火)～1月30日（日）
テーマ別に本が
入った福袋です。

中央

図書館みくじ

作東

新春の
運だめし!!

1月4日(火)～1月27日（木）

1月15日(土)
10：00～/14：00～
（場所）美作市民センター
2階 情報資料室

図書館で今年の運だめし！
1月4日(火)～1月15日（土）
本を借りておみくじを引こう。
絵馬も書けます。

2021年

えほんでカルタ

図書館の絵本を使ってカルタとり
をしよう！

美作市立図書館 「リクエストランキングベスト10!!」

2021年（1月1日～12月10日）でリクエスト（予約）の多かった上位10冊を発表します。
（一般書）

1位 52ヘルツのクジラたち
町田その子/著

1位

2位 推し、燃ゆ 宇佐見りん/著
3位 お探し物は図書室まで 青山美智子/著

（児童書）

1位
1位 すみっコぐらしまちがいさがし
どこもかしこもすみっコ編
2位 ポケットモンスターピカブイのほっこりDAYS
すずきさなえ/作

4位 心淋し川 西條奈加/著

3位 なんでもものしり図鑑 すこっコぐらしといっしょ

5位 白鳥とコウモリ 東野圭吾/著

4位 ねこ絵本 すみっコぐらし よこみぞゆり/絵と文

6位 星落ちて、なお 澤田瞳子/著

5位 パンどろぼう 柴田ケイコ/作

7位 琥珀の夏 辻村深月/著

6位 もりの100かいだてのいえ いわいとしお/作

8位 透明な螺旋[ガリレオ10] 東野圭吾/著

7位 おしりダンディ ザ・ヤング トロル/原案・監修

9位 犬がいた季節 伊吹有喜/著

8位 あんなにあんなに ヨシタケシンスケ/著

10位 おじさまと猫 6 桜井海/著

9位 パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田ケイコ/作
10位 あおいろペンギン ペトル・ホラチェック/作

新着・おすすめ本
一般書

倒産続きの彼女

むかしむかしあるところに、
やっぱり死体がありました。
青柳 碧人/著

新川 帆立/著
「会社を倒産に導く女」の身辺調査
を行っていた津々井法律事務所に勤

日本昔ばなし×本格ミステリふたたび！

める美馬玉子は、 リストラ勧告に

2019年刊行の話題作に続編が誕生。

使われていた通称「首切り部屋」で

「かぐや姫」「おむすびころころ」など

本当に死体を発見し……。『このミ

をモチーフにした短編5作を収録。

ス』大賞『元彼の遺言状』続編。

同志少女よ、敵を撃て

山亭ミアキス
逢坂 冬馬/著

古内 一絵/著

1942年、独ソ戦のさなかにドイツ軍

心に悩みを抱える人が迷い込む、森の

に母を殺され、復讐を誓った狩りの名

中の不思議な宿「山亭ミアキス」。美

手セラフィマは、女性狙撃小隊の一員

形のオーナーに食事は絶品のアイルラ

となりスターリングラードの前線へ

ンド料理。しかし泊まると間違いなく

──。第11回アガサ・クリスティー賞

酷い目に遭わされる。救いを求める者

大賞受賞作。

をたぶらかす彼らの正体と目的とは？

輝山

絶滅危惧動作図鑑
澤田 瞳子/著

薮本 晶子/著

直木賞受賞作家の受賞後第一作。代

使われなくなった物は博物館に保存

官・岩田鍬三郎の身辺を探るため、江

される。だが、その「物」に付随し

戸から石見国大森銀山にやって来た金

た私たちの動作はどこに保存される

吾。代官所で働き始めた彼は、銀山で

のか？ 100種類の絶滅の危機に瀕

懸命に生きる人々と出会い、いつしか

した「動作」をイラストで解説する。

彼らに魅せられていく――。

みうらじゅんの対談も収録。

今日の3時にまにあうおやつ

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」
中村 哲/著

まぜて焼くだけ、かためるだけ！
ボックスカステラ、クッキー、大学
芋など、少ない工程でできるかんた
んなレシピを68種類紹介。プロセ
ス写真つきで、初めてでも安心。

25キロの用水路を拓き、65万人の命を
つないだ医師は、何を語ったのか――。
2019年にアフガニスタンで銃撃され亡
くなった医師・中村哲がNHK「ラジオ
深夜便」で語った肉声を忠実に再現して
収録。

やみつき掃除術

タクシードライバー
ぐるぐる日記

お掃除職人きよきよ/著
お掃除業界35年、確かな実力をもつ人気
YouTuberのきよきよが、素人でも効果
絶大の掃除方法を伝授！ 特別な洗剤や道
具を使わず、市販のものを使い分けて家
じゅうをきれいにする方法を紹介！

内田 正治/著
ベストセラー『日記』シリーズ最
新刊！ 50歳で失業、以降15年間
にわたってタクシードライバーと
して勤務した著者による、怒りと
悲哀と笑いの記録。

児童書
やっぱり じゃない！

ここからおいしいよかんがするよ

チョーヒカル/作

たな/え・ぶん

大好評の『じゃない！』が進化

わくわくしながら、お弁当箱や鍋の

して再登場！ 今回は食べ物

フタをあけると、そこには……？し

「じゃない」ものも!? 新たな

かけをめくる楽しさと、食べる喜び

『じゃない！』ワールドと、も

や大切さを伝える「食育」にもつな

のの見方を変えてみること、想

がる絵本。

像することの大切さを感じ取れ
る絵本。

えきべんとふうけい
割り箸を割る音をきっかけに人

ゆめぎんこう
ちいさなおきゃくさま
コンドウ アキ/著

気の駅弁が登場し、日本ならで

夢をアメにして売る不思議なお店、

はの名所、くらしが見える街な

ゆめぎんこう。ある日店にやってき

どの風景と、かわりばんこに楽

たのは、怖い夢をみて眠れないとい

しんでいく絵本。はたして、東

う小さなお客さま。自分もそうだっ

京から始まる旅の終着駅は……。

たことを思い出した店主のぺんぺん

マメイケダ/絵

は…?

ニッポンびっくり事典

東大×ナゾトキ×ゲームブック

こざき ゆう/文
パソコンゲームを立ち上げた蓮は、

宮城県には日本一低い山がある、

姿を消した友人・隆一の声にみち

岩手県には河童の捕獲許可証があ

びかれてゲームの世界へ入ってし

る!?

まった！ 蓮は魔法の書の謎を解き、

日本の意外な「びっくり！」を集

隆一を見つけてこの世界から脱出

めた1冊！

できるのだろうか!?

知ってるようで知らない、
親子で一緒に読める地

理雑学本の決定版。

クリスマス・ピッグ
ロウソクの科学

J.K.ローリング/著

マイケル・ファラデー/原著

小さい頃にもらったブタのぬいぐ

現在でも活躍する科学者たちの多

るみをなくしてしまったジャック

くが少年のころに愛読した名著

は、クリスマスイブの日、新しく

『ロウソクの科学』が、読みやす

やってきたブタのぬいぐるみと一

い学習まんがで登場。実験装置や

緒に魔法の旅を始めることに……。

経過が一目でわかるほか、著者

J.K.ローリングが『ハリー・ポッ

ファラデーの生い立ちを紹介。

ター』の後に初めて書いた児童書。

あっしはもしもし湾にすむ

病院のウラガワ

カメ次郎ともうします
岩佐 めぐみ/作

一番忙しいのは何科？

病院で働く

クジラ海にできた郵便局に「カメ

人の職業の種類はいくつある？

次郎商店」のチラシを配っても

本は世界一病院の数が多い!?

らったカメ次郎。しかし1人もお

意外と知らない病院のことがまるっ

客さんがこないのを不思議に思っ

とわかる、お仕事の『ウラガワ』が

て調べると、にせの「カメ次郎商

わかるシリーズ病院編。

店」がにぎわっていて…!?

日
など、

