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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

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）

令和2年6月20日発行

（第49号）

～あなたの地域に本を届けます～

ぶっくる号

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、ご理解とご協力をお願いいたします。

読書でみまさか一周の旅

読んだ本の数のマスに色をぬり、美作市を一周しよう！

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間：7月1日（水）～ 8月30日（日）

訪ねる機会の少ない市内各地を、“今だからこそ”読書でゆっ

くり巡ってみませんか？

期間内にゴールすれば、記念品をプレゼントします！

参加賞もあるので、キャンペーン終了後は必ず

図書館窓口でパスポートをお見せください。

記念品交換期限：9月29日（火）

※旅のパスポートは図書館で配布しています

ぶっくる号は約600冊の図書を積んで、市

内のどこでも開館できます。巡回してほしい

場所、来てほしいイベントや集まりがあれば、

図書館、または教育委員会にお知らせくだ

さい。

■休館日

美作市の特産品
をプレゼント♪



読書で涼しくなりませんか？

残穢

小野 不由美/著

怨みを伴う死は「穢れ」

となる。穢れは怪異とな

り、伝染し、拡大する。

戦慄の500枚書き下ろ

し長編ホラー。

アミダサマ

沼田 まほかる/著

幼な児の名はミハル。廃

棄された冷蔵庫から生れ

た物言わぬ美貌の子。ミ

ハルが寺に引き取られて

から集落はじわじわと変

わってゆく。

迷い家

山吹 静吽/著

少年の哀しき紅蓮の

野望が怪異まみれの

「お屋敷」と共振する、

新時代の怪奇冒険小

説！

市内各館では課題・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。

必要な本がないときはお気軽に図書館員にご相談ください♪

Ｃ ＳＣＨＯＯＬ

こわい話＆ホラーゲー

ムＢＯＯＫ

朝日新聞出版編/編著

迷い込んだらもう出られ

ない…100のマンガとス

トーリー。

恐怖からのドンデン話

オールナイトニッポン/著

かつて、日本中の子ども

達を、恐怖と笑いの渦に

巻き込んだ、傑作小話

がパワーアップして復活。

３分後にゾッとする話

悪夢の棲み家

怖い話研究会/著

朝読や、通学の合間や

勉強の息抜きに手軽に

読める、一話読みきりの

ホラー版ショートショート。

青少年読書感想文全国コンクール課題図書

（低学年）

・山のちょうじょう木のてっぺん 最上一平/作

・おれ、よびだしになる 石川えりこ/絵

・タヌキのきょうしつ 山下明生/作

・ながーい5ふんみじかい5ふん オリヴィエ・タレック/絵

（中学年）

・青いあいつがやってきた！？ 松井ラフ/作

・ねこと王さま ニック・シャラット/作・絵

・ポリぶくろ、1まい、すてた エリザベス・ズーノン/絵

・北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと

中山由美/文・写真

（高学年）

・ヒロシマ消えたかぞく 指田和/著

・月と珊瑚 上條さなえ/著

・飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ/作

・風を切って走りたい！ 高橋うらら/著

（中学校）

・天使のにもつ いとうみく/著

・11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース/作

・平和のバトン 弓狩匡純/著

（高等学校）

・廉太郎ノオト 谷津矢車/著

・フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ/作

・キャパとゲルダ マーク・アロンソン 他/著

岡山県指定図書

（低学年）

・はるかちゃんが、手をあげた 服部千春/作

・あらいぐまのせんたくもの 大久保雨咲/作

・ぼくはなきました 石井聖岳/絵

（中学年）

・びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦 野村一秋/作

・ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン/作

・つながる 長倉洋海/著

（高学年）

・となりのアブダラくん 黒川裕子/作

・ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー/著

・故郷の味は海をこえて 安田菜津記/著・写真

（中学校）

・アドリブ 佐藤まどか/著

・希望の図書館 リサ・クライン・ランサム/作

・ことばハンター 飯間浩明/著

夏休みの宿題、応援します！！



新着・おすすめ本

一般書
きたきた捕物帖

宮部 みゆき/著

宮部みゆき、久々の新シリーズ始

動！ 謎解き×怪異×人情が味わえ

て、著者が「生涯、書き続けたい」

という捕物帖であり、宮部ワールド

の要となるシリーズ。

任侠シネマ

今野 敏/著

困った人をほっとけず、さらには

文化事業が大好きなヤクザの親

分・阿岐本雄蔵のもとには、一風

変わった経営再建の話が次々と舞

い込んでくる。今度の舞台は潰れ

かけの映画館！

輪舞曲

朝井 まかて/著

婚家を捨てて、一躍、大正の劇壇を

駆け上った伝説の女優・伊澤蘭奢の

嵐の生涯！徳川夢声ら三人の愛人と

息子の目から描く、著者一世一代の

野心作。

子どもを叱りつける親は失格ですか？

アベナオミ/著

「褒める」＝「叱る」は同じこと。

なぜなら「子どもが大事」「子どもには

失敗をさせたくない」という根っこの気

持ちが同じだから。読んですぐに実践し、

親子で変われるヒントが満載！

猫を棄てる

村上 春樹/著

ある夏の日、僕は父親と一緒

に猫を海岸に棄てに行った。

歴史は過去のものではない。

このことはいつか書かなくて

はと、長いあいだ思っていた

―――村上文学のあるルーツ

江戸の夢びらき

松井 今朝子/著

なぜ江戸の民衆は團十郎に熱狂したの

か。團十郎が命をかけた〈荒事〉とは

何か。そして、なぜ舞台上で命を落と

したのか。元禄時代から現在まで常に

歌舞伎界に君臨し続けた大名跡・市川

團十郎、そのはじまりの物語。

Ｍｉｚｕｋｉの今どき和食

Ｍｉｚｕｋｉ/著

人気ブロガーミズキさんの初和

食本。一番食卓にあがる和食を、

より簡単・時短・節約になるよ

うなレシピで紹介。

旅のオチが見つからない

低橋/著

仕事を辞め、一念発起して世界一周

の旅へ出発。

そこで待っていたのは、あこがれて

いたロマンあふれる旅とはかけ離れ

た、失敗連発のドタバタ貧乏旅行で

…！？

お殿様の人事異動

安藤 優一郎/著

将軍が大名に行使した国替えという人

事権、そして幕府要職者にまつわる人

事異動の泣き笑いを通して、江戸時代

を読み解く歴史読み物。

今日から自宅がジムになる

「宅トレ」

坂詰 真二/著

運動不足になってしまう今だからこ

そ目指せ！健康的な理想のカラダ！

ジムに通わなくても自宅でできる筋

トレ＆ストレッチを紹介。



児童書

でんにゃ

柴田 ケイコ/絵

でんにゃはねこの電車。がたんご

とん、にゃにゃんにゃにゃん。魚

屋さんでごはんを食べたり、屋根

の上で昼寝したり、ねずみを追い

かけたりと、寄り道ばかり。なか

なか目的地に到着しません。

せんとてん
ローラン・シモン/絵

子どもが「いろ」や「かたち」

を感じて、創造性が膨らむ絵本

です!

“多様性ってこういうことだ!!”

アトムのサイエンス・アドベンチャー

昆虫世界の大冒険

手塚 治虫/原作

昆虫の基礎的な知識だけでなく、昆虫が

自然界に果たしている役割を紹介してい

く科学マンガ。

そして誰もいなくなった

アガサ・クリスティー/著

なぞの人物に招待された十人の男女が

孤島の邸宅に集まったとき、おそるべ

き殺人ゲームがはじまる。童謡の歌詞

どおりに一人また一人と殺されてゆく。

犯人は誰か？ そして生き残るのは

…？

本屋のミミ、おでかけする！

森 環/作

お店の外に出るのがこわいミミ。

なかよしになった絵描きさんから

ケガでしばらくお店にこられない

という手紙が。心配したミミは、

お見舞いへ行くことに…。

レッツはおなか

ひこ・田中/文

「かあさんとおへそでつながってい

たってホント？」5歳のレッツはど

うやってつながっていたのか、ああ

でもない、こうでもないと考えます。

ダヤン、奇妙な夢をみる

池田 あきこ/作

不思議なランプを手にして以来、

ダヤンは、奇妙な夢をみるように

なります。ダヤンの夢の中に仲間

たちが入りこんでしまい、そして

魔物が現れて･･･。

ニッポンじゃアリエナイ

世界の国

「アリエナイ！」が「なるほ

ど！」に変わる！世界の国のこ

とが楽しく学べる児童書。日本

とは違ったくらしぶりを通して、

世界の国の人たちのことを知る

ワールドツアーに出かけてみま

せんか？

とうさんのてじな

いぬんこ/絵

「あーちゃん!」とうさん

の呼ぶ声がして、あーちゃ

んが行くと、とうさんは

500円玉をポケットから

出して、ぎゅっと握って、そしたら、とうさん

が消えちゃった!

ようかいむらのどんどこまつり

たかいよしかず/作絵

ようかいむらのお祭りは、とって

もにぎやかです。広場には山や海、

空のようかいたちが引いてきた山

車が集まってきて、ついに祭りは

クライマックスへ！


