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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

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

開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

とご協力をお願いいたします。

10時～17時 （大原・勝田館）
図書館HP
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■ 休館日

□ 大原・勝田休館日

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会スタッフはマスク、

おはなし会

飛沫ガードを着用していま

7月2日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（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。

7月2日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
7月13日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
7月13日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
7月16日（土）14時～15時 作東図書館（かぼちゃの馬車）

急遽中止となる場合がありますので、各図書館へお問い合わせください。

「ほっこり」による
昔話をたのしむ会
7月24日（日）
11時～12時

中央

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

ぶっくる号
巡回コース

今月の巡回日は･･･

巡回日程
第１・３金曜日

7/1 .7/15
第１・３土曜日

7/2 . 7/16
第２・４土曜日

7/9 . 7/23
第２・４日曜日

7/10 ．7/24

定 期 巡 回 場 所 （時間）

※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） 豊野公民館（16:00～16:30）
大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）
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）

勝田総合運動公園（11:00～11:30）

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。

夏休みスタンプラリー

今年は ミニトートバッグ だよ！

（期間）

（引換券配布・記念品交換場所）

7月20日（水）～8月30日（火）

・市内図書館

記念品交換期間 9月17日（土）まで

・移動図書館車ぶっくる号

（記念品）
スタンプ5こで・・・オリジナルエコバッグ（先着200名様）
期間中に、３冊以上借りたらスタンプを１こ押します。

ほかスタンプの数に応じて記念品がもらえるよ！

スタンプの数に応じて、美作市立図書館のオリジナル

※記念品は数に限りがあります！

グッズや記念品と交換することができます♪

記念品交換はおひとり様1回までです。

夏休みの課題応援します！
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♪

（課題図書・指定図書の利用についてお願い）
7月1日（金）～8月30日（火）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
課題図書コーナーを設置しています！

・対象 小学生から高校生

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。

新着・おすすめ本
一般書

六法推理
五十嵐 律人/著

俺ではない炎上

その悩み、一人で抱え込まずお気軽に

浅倉 秋成/著

無法律へ。放火事件、毒親問題、カン

ある日突然、「女子大生殺害犯」とさ

ニング騒動など、法曹一家に育った

れた男。ほんの数時間にして日本中の

「法律マシーン」古城と、「自称助

人間が敵になってしまった。必死の逃

手」戸賀の凸凹コンビが5つの難事件

亡を続けながら男は事件の真相を探る。

に挑む！

広重ぶるう

女人入眼

梶 よう子/著

永井 沙耶子/著

描きたいんだよ、おれが見てきた江戸

「鎌倉幕府最大の失策」と呼ばれる謎

の青空を―。葛飾北斎、歌川国貞が人

多き事件・大姫入内。その背後には、

気を博した時代に、日本の美を発見し

政治の実権をめぐる女たちの戦いと、

た名所絵で一世を風靡し、遠くゴッホ

わかり合えない母と娘の物語があった。

をも魅了した絵師の、比類なき半生を

大注目の作家が紡ぐ、知られざる鎌倉

描く傑作長編。

時代を生きた女性たちの物語。

よろずを引くもの
宙ごはん

西條 奈加/著

町田 そのこ/著

頼れるお蔦さんの元には、
みんなの相談事が集まってくる････

宙には、育ててくれている『ママ』と産

もと芸者のおばあちゃんと孫の望が、

んでくれた『お母さん』がいる。全国の

秋の神楽坂で起こる事件を見事に解決！

書店員さん大絶賛！ どこまでも温かく、

直木賞作家・西條奈加が贈る

やさしいやさしい希望の物語。

大人気シリーズ最新短編集！

なんでも見つかる夜に、

メダカ飼育読本

こころだけが見つからない

平野 威/写真・編

東畑 開人/著

多彩な色彩と模様で多くの人を魅了する

検索すれば、わかりやすい「答え」

日本の改良メダカ。より美しいメダカを

がありあまる時代。なのに、自分の

育てるために、

こころがわからなくなるのはどうし
て？

知っておきたい基本から応用までをまと

紀伊國屋じんぶん大賞受賞の

めました。

臨床心理士が読者との新感覚の「読
むセラピー」。

塩分ひかえめでも
暮らし上手な人に教わる、

とびきりおいしいレシピ

節約のくふう100

藤井 恵/著

日々の生活のなかでできる、身

余分な塩分をカットした

近な節約の知恵を100集めまし

“適塩”のレシピが、だれ

た。自分に合ったお金との付き

でも簡単においしくつくれ

合い方が見つかるはずです。

る本

児童書
せかいのくにでいただきます！

みらいのえんそく かざんのしまへ
ジョン・ヘア/作

野村 たかあき/作・絵
せかいのみんなはなにを食べている

月面に降り立った前作『みらいのえん
そく』に続いて、今回は火山の島へ!

のかな？

流れるマグマ、吹き出す間欠泉に子ど

えっ！

もたちは大喜び。でもひとりだけ…。

わたしも食べてみたい！！

ゆかいな「未知との遭遇」絵本!

世界14か国の食べ物・料理や食卓

こんなおいしそうなもの、

の風景がたのしくわかる絵本!

かえるのほんや

きょうりゅうバスでとしょかんへ

やぎたみこ/作・絵

リン・シァオペイ/絵

池のほとりの柳の木の中に、一軒

やさしくて、最高に素敵！ 恐竜バス

のかえるの本屋があります。「よ

の「移動図書館」!?

うこそ、みなさん。おあつまりで

台湾の人気作家・リン・シャオペイが

すね」

描く、読書文化や世界への興味が広が

かえるの店長のお話会が始まりま

る絵本。

す。

こちらムシムシ新聞社
ギタイは天敵がつくる？
三輪 一雄/著

宝石のひみつ図鑑
諏訪 久子/著
宝石のひみつが、写真とイラスト

ムシムシ新聞社は、読者からの質

図解でわかる本。

問に答える係でもある。今回届い

誕生や結晶、輝きのひみつ、歴

た質問は「ギタイの虫について教

史など、学びに役立つ子ども向け

えてください」というもの。早速

学習図鑑。

ギタイの虫の取材へ！

なんで信長はお城を建てたの？
畑中 英二/著
部活に入るでもなく、なんとなく中学

涙と笑いのミステリー
宮部 みゆき ほか／著

生活を送る中学1年生のホタカ。

読む人の感情を揺さぶる名作ミステ

お城の魅力にハマる大人たちに出会う

リーを収録したアンソロジー。

たび、ホタカのお城を見る目が変わっ

大人気作家の作品から、ミステリー

ていきます。「お城」のはじまりを探

小説のエッセンスを楽しめるショー

しにホタカと一緒に旅に出かけましょ

トストーリーを厳選しました。

う。

ロウリーのいい子怪談ばなし
夕ぐれ時のふしぎ
堀米 薫/作

ジェフ・キニー／作
「グレッグのダメ日記」シリーズ

ゾクッとする不気味な物語から、

のスピンオフ第３弾。

心がホカホカに温まる物語まで、小

今回は、ロウリーが書いたこわ～

学校中学年～高学年向け本格的な短

いお話！

編集のシリーズ。

