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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！！

水

（蔵書点検にともなう臨時休館）
・9月27日～10月2日 作東図書館
・9月30日
大原図書館

おはなし会スタッフはマスク、

おはなし会
8月6日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）

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。

8月6日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
8月9日（火）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
8月10日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
8月20日（土）14時～15時 作東図書館（タンポポ）

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。

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

・対象 小学生から高校生

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

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）

第１・３金曜日

8/5 . 8/19

大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:30～14:00） 豊野公民館（16:00～16:30）

第１・３土曜日

大吉ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（10:00～10:30） 勝田東小学校（11:10～11:40）

8/6 . 8/20

旧粟井小学校（10:00～10:30）

第２・４土曜日

8/13 . 8/27
第２・４日曜日

8/14 ．8/28

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）

（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！
記念品交換はおひとり様1回までです。

グッズや記念品と交換することができます♪

今月のおすすめ本

「-あつい夏もひんやりと-」
夏にぴったりのひんやりする本を集めました。
ひえひえひんやりツアー
あおき ひろえ／絵
商店街の福引で不思議な
旅行券を当てた男の子。
その晩、家にドクロがむかえ
にやってきた。読めば涼しく
なって、ちょっとこわ～いお話
絵本。

わかったさんの ひんやりスイーツ
寺村 輝夫／原文
「わかったさんのおかしシリー
ズ」の誕生から３０周年を
記念して、新しいレシピもたく
さん入ったすてきな絵本。親
子世代で楽しく読めておいし
く作れる、かわいいイラスト
ブック！

ひんやりさっぱり夏レシピ
村井 りんご／著
ひんやりつめたいロールキャ
ベツ、さらっさらのベジカレー。
暑さを乗り切るためのつめた
くておいしいレシピ。

新着・おすすめ本
一般書
筆のみが知る 幽霊絵師火狂
残された人が編む物語

近藤 史恵/著

桂 望実/著

大きな料理屋「しの田」のひとり娘で

突然の失踪。動機は不明。音信は不通。

ある真阿。部屋にこもり、絵草紙や赤

足取りを追って見えてきた、失踪人た

本を読む毎日だ。あるとき有名な絵師

ちの秘められた人生。

の火狂が居候をすることになる。幽霊

喪失を抱えて立ちすくむ人々が、あら

たちとの出会いが、生きる実感のな

たな一歩を踏み出す物語。

かった真阿を変えていく。

任侠楽団

鷹の系譜

今野 敏/著

堂場 瞬一/著

義理人情に厚いヤクザの親分・阿岐本

バブル景気の拝金主義に浮かれる世で、

雄蔵のもとには、一風変わった経営再

交錯点で起きた事件を、二人の刑事が

建の話が次々舞い込んでくる。そんな

追う。刑事は地べたを這いずる仕事だ。

中、指揮者が襲撃される事件が発生！

だが、空から全体を見る鷹の目を持て。

警視庁捜査一課からあの名（？）刑事

父の道を継ぎ鷹となった息子たちの物

がやってきて……。

語が、いま幕を開ける！

カレーの時間
寺地 はるな/著
更年期、私のトリセツ

ゴミ屋敷のような家で祖父・義景と
暮らすことになった孫息子・桐矢。

つらい更年期症状の改善策から

カレーを囲む時間だけは打ち解ける

体・心・美容・閉経後の悩みまで、

祖父が、半世紀の間、抱えてきた秘

イラスト図解でわかりやすく解説。

密とは――ラスト、心の底から感動
が広がる傑作の誕生。

和ハーブのある暮らし

おもろい話し方

平川 美鶴/著

芝山 大輔/著

私たちの生命と暮らしを支えてきた有用

★話がウケない、続かない

植物、和ハーブ。食や健康、美容、日用

そんな悩みの原因は、あなたがおもしろく

品などに関して、【和ハーブ】の知恵や

ないからではありません！単に、ウケる会

工夫を、現代のライフスタイルに取り入

話のコツを知らないだけです。芸人３００

れるための活用法がぎっしり詰まってい

組以上のネタのゴーストライターが教える

る。

「会話」と「笑い」の神講義！

5文字で四字熟語

ゆる発酵
榎本 美沙/著

すとう けんたろう/著

YouTube登録者数18万人！

四字熟語をすべて５文字にして

人気料理家・榎本美沙さんのい

みたら……！？

ちばんかんたんな発酵ごはん。

ニュースや新聞でよくつかわれ

発酵食品を気軽に取り入れるア

る、知っておきたい四字熟語を、

イデア満載の、珠玉のレシピ97

現代風に、くすりと笑える新感

品。

覚の教養本。

児童書
うみでなんでやねん
あおき ひろえ/絵

くみたて
田中 達也/作

人気シリーズ5作目の舞台は海！

分解された状態の日用品。それをミ

家族みんなでのんびりと海水浴に出か

ニチュアの作業員たちが、組み立て

けます。ところが！突如おすもうさん

ます。「組み立て」と「見立て」で

が現れたり、昔話のキャラクターが
やってきたり…。

繰り広げられる、身近なものが別の

「なんでやねん！」と一緒にツッコミ

ものに見えてくる驚きと面白さにあ

たくなるコミュニケーション絵本。

ふれた写真絵本。

カブとんクワたん
ずぼっじー

～どこまでとべる!? もりのむしむしレース～

高橋 祐次/作

岡村 茂/作・絵

砂場にきたよ。なにして遊ぶ？

カブトムシの“カブとん”と、クワガ

砂場に指を「ずぼっ」とつっこん

タムシの“クワたん”が、 森の仲間

で、「じー」っと線をかいてみよ

たちとくりひろげる物語の最新作。ど

う。子どもが夢中になる、たのし

の虫が一番高くとべるかをきそう「も

い砂遊びができる絵本。

りのむしむしレース」の日。はたして
一位になるのはだれ？

12歳までに知っておきたい

小学生のため
世界の美術館・博物館

語彙力図鑑
斎藤 孝/著

各美術館・博物館の特徴や展示物の種

「すごいと思った」「ヤバい」

類、必見の展示物などを、豊富な写真

いまの小学生たちは、たったの数

と解説でわかりやすく紹介します!

ワードで感情を表現しがちですが、

ルーヴル美術館/エルミタージュ美術

「こういうときはこんな表現が使

館/メトロポリタン美術館/航空宇宙博

えるんだ！」と楽しく自然と語彙

物館など30館をピックアップ！

押す図鑑 ボタン

力が身につく１冊！

たのしいうみのいきものずかん

西村 まさゆき/編・著
人は一日じゅうボタンを押しています。

イルカ、アシカ、ペンギンをはじ

バスやエレベーターのボタンから、

め、フグ、マグロなどの魚や深海

「いいね！ボタン」まで！

魚、ホッキョクグマや鳥など、う

世の中にあるボタンに注目し、 交通・

みで暮らすいきものについて迫力

計算・飲食・伝達・安全など50種類以

ある写真と、詳しい解説付きで紹

上のボタンやスイッチなどを紹介。

介。

はりねずみのノート屋さん

トカゲのしっぽ
須長 和子/作
家庭の事情で児童養護施設にいる美
羽を軸に展開していく物語。「あの
さぁ。キラキラした青いトカゲを見
たら幸運がまいこむらしいぞ」
誠の言葉に導かれるように、美羽の
前に新しい世界が開かれていく。

ななもり さちこ/作
はりねずみのツンタは、うさぎのトト
ンのためにノートを手作りしました。
その後も、友達にぴったりのノートを
作ってこっそり贈るツンタ。ものを作
る楽しみと、それを喜んでもらえる幸
せが味わえる物語。

