
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

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）

カレンダー
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　休館日

7月26日は・・・

～あなたの地域に本を届けます～

大野コミュニティカフェ（大原地域） やまゆり苑（勝田地域）

課題図書の利用方法について【８月３１日（土）まで】

夏休み期間中、課題図書は利用が多くなります。必ず守って利用をお願いします。

・貸出は一人２冊まで。 ・貸出期間は１週間（延長はできません）。

・利用対象は小学生～高校生までです。

令和元年7月10日再発行

（第37号）

「幽霊の日」

【　訂　正　版　】

今日は何の日？

1825（文政8）年

に江戸の中村座で

「東海道四谷怪談」

が初演された日です。

京極夏彦/著

悪の華、伊右

衛門が新しく

生まれ変わり、

現代に蘇る。

怪談を、代表的

な場面を描いた

浮世絵とともに

紹介する。

［関連本］

『嗤う伊右衛門』 『江戸の怪談絵事典』

『365日今日はこんな日』講談社辞典局[編]より



期間：7/23（火）～8/31（土）

市内の図書館で本を借りて、スタンプを押してもらおう！

冊数に関わらず、１日１回の貸出でスタンプを１つ押します。

集めたスタンプの数によって、 があります。

図書館で借りた本を読んで、読書手帳に記録しましょう。

１０冊または２０冊達成で、認定証と記念品がもらえます。

手帳の準備数がなくなり次第、配布は終了します。

7/7（日）　　10時～11時 大原図書館　（ぽけっと）

7/10（水） 　10時～11時 英田図書館　（お話きしゃポッポ）

7/13（土） 　10時～11時 中央図書館　（にじの会）

7/20（土）　 14時～15時 作東図書館　（かぼちゃの馬車）

― 東粟倉図書館 ―

7/14（日）　10時30分～ ― 東粟倉図書館 ―

造形おもちゃで自由に遊ぼう！ 　　7/20（土）　10時～11時

　　季節のおはなしと、おりがみで

　　ひまわりを作ります。

― 東粟倉図書館 ―

7/23（火）～8/25（日）開館時間内

①科学あそび…スライムを作ってみよう！ ― 中央図書館 ―

②工作あそび…貯金箱をつくってみよう！ 　　7/28（日）　11時～12時

　　美作市民センター 2階 情報資料室

― 英田図書館 ―

7/26（金）　10時～12時/14時～16時

「インクレディブル・ファミリー」

（※訂正箇所）

どのイベントも無料で参加でき

ます。

詳しくは、各図書館へお問い合

ほっこりさんによる



草取りにワザあり!  
西尾 剛/著

雑草には、食べられるもの

もあれば、花が美しいものもあり、人

間が栽培している植物と縁が近いもの

もある。楽しく草取りをするために、

雑草と呼ばれる植物のことや、それぞ

れの場所に応じた草取りの方法などを

紹介する。

百花
川村 元気/著

認知症と診断され、徐々に息子を忘

れていく母と、母との思い出を蘇ら

せていく息子。ふたりには忘れるこ

とのできない“事件”があった-。

現代に新たな光を投げかける、愛と

記憶の物語。

旅行が200%楽しくなる!
スーツケース収納術

三田村 蕗子/著

空旅研究家・三田村蕗子が、旅行を今

よりもっと楽しめるよう、旅の目的・

日数別の収納術、収納をもっと快適に

する小技、スーツケースの賢い選び方

などを紹介する。不器用でもズボラで

もマネできるアイデアが満載。

むかしむかしあるところ
に、死体がありました。

青柳 碧人/著

お姫様を鬼から守った一寸法師。打ち

出の小槌で大きくなった彼は、ある計

画を心に秘めていて…。「一寸法師の

不在証明」をはじめ、日本の昔ばなし

を、密室などミステリのテーマで読み

解く作品集。

ひんやりさっぱり
ゼリー寄せ

大越 郷子/著

スープにしたり、きれいな形に固めて前

菜やオードブルにしたり、たれやドレッ

シングにアレンジしたり。和・洋・中・

エスニック風と、どんな料理にも合って、

メニューの幅が広がる、ゼラチンや寒天

を使ったレシピを紹介します。

検事の信義
柚月 裕子/著

認知症の母を殺害して逮捕された息

子の裁判を担当することになった、

任官5年目の検事・佐方貞人。彼は、

遺体発見から逮捕まで「空白の2時

間」があることに疑問を抱き…。心

ふるわすリーガル・ミステリー全4

編を収録。

夢見る帝国図書館
中島 京子/著

友人から依頼された「日本で最初の国

立図書館の小説」を綴りながら、涙も

ろい大学教授や飄々たる元藝大生らと

共に思い出をたどり、友人の人生と幻

の絵本の謎を追い…。本を愛した人々

の物語。

けっきょく、よはく。
ingectar‐e/著

いいデザインは余白の使い方が上手い! カフェのポスターや

会社案内のパンフレットなどを題材に、余白のとり方から

レイアウト、配色、フォント選びまで、デザイン初心者に

「あるある」な悩みと解決法を紹介する。

日本史の表舞台から消えた
「その後」の顚末大全

歴史の謎研究会/編

「本能寺の変」の後の明智光秀、赤穂事

件後の浅野家・大石家・吉良家の顚末、

「おくのほそ道」完成後の松尾芭蕉…。

日本史の表舞台に登場し、輝かしい足跡

を遺して消えていった人たちの「その

後」を紹介する。

新着・おすすめ本

共感障害
黒川 伊保子/著

挨拶を返さない、同僚の片付けを手伝わないなど、家庭や職

場で「当たり前のこと」ができない人々。その原因は性格や

知能ではなく、脳の認識の違いだった。脳科学から、困った

人とのつきあい方を読み解く。

一般書



プログラミングって何?
関 和之/マンガ・イラスト

自信をもって生きていくには、自分で

とことん考え、そのときの自分にとっ

ての正解が何かを判断していく力が必

要。「プログラミングって何?」を

テーマに、プログラミングのしくみや

可能性などをマンガで紹介する。

おしりたんてい
かいとうとねらわれたはなよめ

トロル/さく・え

事務所に来た依頼人が携えていたのは、か

いとうUからの予告状で…。おしりたんて

いが今回の事件もププッと解決! 絵探しや

迷路をしながら犯人を探す、謎解き探偵読

み物シリーズ第8弾。

知らなきゃよかった世界
の大偉人展

楠木 誠一郎/著

「嫉妬する凡才」アントニオ・サリ

エリ、「生きづらい除菌王」泉鏡花、

「人生がミステリー」エドガー・ア

ラン・ポー…。歴史上の人物たちの、

教科書にはのっていない人生の光と

影を徹底解説する。

ころべばいいのに
ヨシタケ シンスケ/作

わたしには、嫌いな人がいる。イヤな

ことを言ったり、したりするから。誰

かを憎んでいる時間がもったいないの

に、イヤな気持ちって自分じゃどうし

ようもない。そんなときは…。ヨシタ

ケシンスケの発想えほん第4弾。

どっちが強い!?
カバvsアフリカスイギュウ

ジノストーリーほか/まんが

カバvsアフリカスイギュウ、どっちが強

い!? 戦う能力の近い動物同士の対戦を、

大迫力のオールカラーまんがで描くシ

リーズ。各章の「動物百科事典」では、

緻密に描かれたビジュアルとともに野生

動物についての情報を掲載。

カルガモゆうらんせん
もとやす けいじ/著

カルガモの親子の遊覧船。ゆったり

と川を下りながら見る景色は最高! 

そんな中、急な雨に見舞われますが、

橋の下で思いがけないコンサートが

始まり…。鳥を乗り物に見立てたシ

リーズ第3弾。

ぼくたちハダカデバネズミ
平田 景/絵

出っ歯のシャベルであなをほる、はだ

かんぼうのハダカデバネズミ。アフリカ

の地面の下、あなほりデバや、ごはんデ

バ、そうじデバなど、いろいろな仕事を

しているハダカデバネズミの一家を紹介

します。解説付き。

知ってる?郵便のおもしろい歴史
郵政博物館/編著

郵便の歴史をめぐる旅に出発しよう! のろしや飛脚などの昔

の通信方法からヨーロッパと日本の近代郵便、そして現代

の郵便まで、通信と郵便がどのように発展したのかを解説

する。

児童書

ちゅるちゅる
内山 悠子/絵

チャーシューメン、カレーうどん、ざ

るそば、冷やし中華、ナポリタン、

ソースやきそば…。ページを上にめく

ると、おいしそうなめん料理が、どー

んと大きく見える絵本。

鬼遊び 鬼よぶわらべ歌
廣嶋 玲子/作

知らない子どもがそばにいる。知ってい

る子どもが消えている。鬼の遊びはほん

とにこわい。負ければみんな鬼のもの…。

鬼をよびよせてしまった子どもたちに訪

れる「静かな恐怖」を描く連作短編集。


