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（第76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

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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（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）
10月18日～23日 （中央図書館）

9月30日（大原図書館）
10月28日（勝田図書館）

10月4日～9日（英田図書館）
11月29日～12月4日（東粟倉図書館）

■ 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
10月1日（土）10時～11時 旧大吉保育園ぽけっとホール（ぽけっと）
10月8日（土）10時～11時 中央図書館（にじの会）
10月12日（水）10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
10月12日（水）16時～16時30分 東粟倉図書館（ぽけっと）
10月15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。

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。

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）

第１・３土曜日

※祝日は巡回しません

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

10/1 . 10/15

（お知らせ：10/1は運動会のため巡回はありません。）
梶並やまゆり苑（11:00～11:30）

第１・３金曜日

10/7 . 10/21

大野ｺﾐｭﾆﾃｨ広場（13:10～13:40） 豊野公民館（16:00～16:30）
旧粟井小学校（10:00～10:30）

第２・４土曜日

10/8 . 10/22

大原公民館（11:30～12:00)

勝田ひまわりﾄﾞｰﾑ（16:00～16:30）

第２・４日曜日

豊国公民館（10:00～10:30）

10/9 ．10/23

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。

返却日しおりをあつめよう！
期間 20２2年10月２2日(土）～11月29日(火)
配布場所 市内各図書館、移動図書館車ぶっくる号
本を借りた際にもらえる返却日しおりを3枚集めると、
図書館オリジナルマスキングテープをプレゼント！

@みらいぶ

11月のとしょかんイベントに
参加しよう！

まつり

②

対象イベントに参加して記念品をもらおう！各イベントで
記念品の内容が変わります。（※東粟倉・大原は共通です）

（対象イベント）
【大 原】11月5日（土）10時～11時 おはなし会
（旧大吉保育園ぽけっとホール）
【英 田】11月9日（水）10時～11時 おはなし会（英田図書館）
【東粟倉】11月9日（水）16時～16時30分 おはなし会（東粟倉図書館）
【美 作】11月12日（土）10時～11時 おはなし会（中央図書館）
【作 東】11月19日（土）14時～15時 おはなし会（作東図書館）
【美 作】11月27日（日）11時～12時 昔話をたのしむ会（中央図書館）

「読書案内」を読んでみよう！ なんの本を読もうかな、とお悩みの方に・・・
夜ふかしの本棚

これだけは読んでおきたいすてきな絵本100
朝井 リョウ ほか/著

木村 美幸/著

今月のおすすめ

まなの本棚
芦田 愛菜/著

６人の小説家が自身を

ベテラン絵本コーディネーターが

年間100冊以上も読む芦

ふり返り、おすすめの本と

自信を持っておすすめする、こ

田愛菜が、“秘密の約100

独得な読み方を紹介する

れだけは読んでおきたい魅力

冊”を紹介。運命の1冊に

ユニークな読書案内。

いっぱいの絵本を紹介。

出逢うためのヒントに！

新着・おすすめ本
一般書

ハヤブサ消防団
池井戸 潤/著

家裁調査官・庵原かのん

亡き父の故郷であるハヤブサ地区に

乃南 アサ/著

移り住んだ主人公。消防団に勧誘さ

少年係調査官として働くかのんは家

れ、入団を決意したが、やがてひそ

庭や学校、友人との問題等で荒んだ

かに進行していた事件の存在を知る。

少年少女たちの“声なき声”に今日

ミステリ作家vs連続放火犯、のどか

も耳を傾ける。女性調査官の姿を描

な集落を揺るがす闘い！

く連作短編シリーズ誕生！

見習医ワトソンの追究

夜の道標

鏑木 蓮/著

芦沢 央/著

何者かに腹部を刺された五十嵐夏帆

1996年、塾の経営者が殺害された。

が病院に緊急搬送された。術後、容

2年経った今も、被疑者の足取りはつ

態が急変し命を落としてしまう。内

かめていない。殺人犯を匿う女、刑事、

科医の家入は、大阪府警の刑事・成

殺人犯から食糧をもらって生き延びる

山有佳子の協力を得て調査を開始す

少年。それぞれに守りたいものが絡み

る。医療×警察ミステリーの傑作！

合い、思いもよらぬ展開に――

農家が教えるわくわくマメつくり

自由研究には向かない殺人

農文協/編

ホリー・ジャクソン/著

エダマメ、インゲン、ラッカセイ、

イギリスの小さな町に住むピップ

アズキ、エンドウ、ソラマメの栽培

は、“自由研究で得られる資格”

のコツ、レシピ、基本的な加工法を

に取り組んでいた。題材は5年前

紹介。野菜との混植、緑のカーテン、

の少女失踪事件。ひたむきな主人

プランター栽培のコツも。

公の姿が胸を打つ、ベストセラー
となった謎解き青春ミステリ！

素敵な空が見えるよ、明日もきっと
リト@葉っぱ切り絵/著

エコな毎日

ようこそ、小さな優しい森へ。

中嶋 亮太 /著
暮らしをもっと心地よくするため

ウサギ、カエル、ネズミ、リス、ゾウ。

に、脱プラを楽しもう。

ファンにはおなじみのキャラクターた

この本では、衣食住、生活の様々

ちが、葉っぱの上で繰り広げる温かい

なシーン別に気軽に取り組める工

ストーリーに、大人も子どもも心癒さ

夫やアイテムを幅広く紹介。

れるはず！

おうちパン1年生の本

空想科学読本 2
柳田 理科雄/著

門間 みか/著
わたしたちの食生活に、パンは

「空海が投げた三鈷杵は、唐から日

彩りを添えてくれる。リッチ生

本まで届いたという！ それ、本当だ

地とリーン生地、生地はたった

ろうか？」など、科学の面白さを再

2種類。初心者でも絶品パンが

発見できる内容が満載。マンガやア

焼ける！2つの生地から広がる

ニメの世界で描かれる現象を科学的

パンの世界へようこそ。

に解明！

児童書

すけすけのりもの
なかしま じゅんこ/作
みきちゃんとパパは、魔法のめがね
をもってるよ。なんと、乗り物がす
けちゃうめがねなんだ！電車やバス、
船や飛行機から、ちょっと意外なあ
んなものまで、いろんな乗り物が登
場。みんながなにに乗っているか、
わかるかな？
パンどろぼう

タコとだいこん
伊佐 久美/作
ある日、タコはだいこんをとりに
いくことにしました。だいこんを
もとめて、はるばる海からやって
きたタコは、だいこんを手に入れ
ることができるかな？

こうもり

おにぎりぼうやのたびだち
柴田 ケイコ/作

アヤ井 アキコ/作
空を飛ぶ唯一の哺乳類、こうもり。

おにぎりぼうやは、毎日おにぎ

こうもりって、かわいい。知れば知

りばかりの食卓にうんざり。

るほど好きになる、こうもりたちの

家をとびだしたその先で、旅人

魅力を愛情たっぷりに描いた絵本。

からある食べものをすすめられ

この本では、都会に住むアブラコウ

ます。その食べものとは――

モリの生態を紹介。

中村哲物語

小学生のお料理ブック

松島 恵利子/著
中村哲先生は医者。アフガニスタン
で内戦や干ばつで苦しむ多くの人々
を、救うためには医療だけでは限界
があることを痛感し、水路を作り土
地を潤し農作物を蘇らせた人物。凶
弾に倒れてしまった今、先生の生き
方が多くの人々に感動を与えている。

法律がわかる！桃太郎こども裁判

新谷 友里江/著
本書は「小学３～４年生が安全に、
全部ひとりで作れる人気のレシ
ピ」を厳選して掲載。やさしい
説明と豊富なプロセス写真つきで、
火を使わず作れるサンドイッチや
レンジでチンするだけのパスタな
ど、簡単メニューも紹介。

スカイブック

岩貞 るみこ/文

アンナ・クレイボーン/文

桃太郎は犯罪者！？桃太郎はイヌ、

天気や雲、気象、星座、太陽、月

キジ、サルを従えて鬼ヶ島へ鬼たい

などの基本のテーマから、空飛ぶ

じ！みごと、鬼をやっつけてめでた

乗り物、ロケット、鳥や昆虫、空

しめでたしのハズだけど――

に関する世界の神話など。

現代の法律からこのお話を読んでみ

本書ならではの切り口のテーマが

ると、法律違反がいっぱい！？

ずらり！

ナゾトキ・ハンター
人食いザメが守る島
タダタダ/ストーリー

おにのまつり
天川 栄人/著
岡山で行われる「うらじゃ」。参加

アレックスは祖父ジョーンズと共に

を頼まれた中３の由良あさひは、

野蛮な海賊「シャークライダー」の

“問題児”ばかりの４人の同級生と

なわばりの海へ！そこにはソロモン

出会う。踊りの練習を重ね、５人は

王の秘宝と、海流を操る力を備えた

少しずつ理解し合い、それぞれの抱

装置があるというのだが――

えるトラウマを乗り越えていく。

