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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

～あなたの地域に本を届けます～

出張図書館 ぶっくる号

やまゆり苑（勝田地域）
開館時間：9時30分～18時 （中央・作東・英田・東粟倉館）

大野コミュニティセンター
（大原地域）

10時～17時 （大原・勝田館）
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■休館日

（蔵書点検にともなう休館）作東図書館 10/1（木）～10/7（水）
英田図書館 10/6（火）～10/11（日）
中央図書館 10/13（火）～10/17（土）

いろんな図書館に
行ってみよう！！
おはなし会
10月4日（日） 10時～11時 大原図書館（ぽけっと）
10月10日（土） 10時～11時 中央図書館（にじの会）

お願い
・おはなし会スタッフはマスク、
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。
・人と人との距離は１ｍ以上
あけましょう。
ご協力よろしくお願いします。

10月14日（水） 10時～11時 英田図書館（お話きしゃポッポ）
10月17日（土） 14時～15時 作東図書館（タンポポ）
10月17日（土） 10時30分～11時30分 東粟倉図書館 ※おりがみ教室もあります。

造形あそび広場
10月11日（日） 10時30分～16時30分 東粟倉図書館 カプラブロックで自由に遊ぼう♪

※行事・日程等は新型コロナウイルスの影響で中止、変更となる場合があります。

美作市立図書館

期間中、図書館で本を借りた方には
チケットを配布します。（1日1人1枚まで）
チケットを集めてイベントに
＠みらいぶ
参加しよう！

おまつり広場

日時：10/31（土）・11/1（日）
11/7（土） ・11/8（日）
10:00～15:00

（中央・作東・英田
・東粟倉図書館）

場所：作東図書館ロビー
チケット1枚で、3つのゲームの
どれか一つに参加できます

Ｙ

期間中、チケット2枚でくじを

●金魚つりごっこ

ひいてプレゼントをもらおう！

●射的ごっこ

はずれなしです。

●わなげ

※持っているチケットの数だけ、
ゲームに参加できます

くだものいっぱい
果物がおいしい季節です！
季節の果物でつくる
ジャムとレシピの本

からだにおいしい
フルーツの便利帳
三輪 正幸/監修

鈴木 雅恵/著
四季の果物を使ったジャムの作り方

国内外のさまざな果物を多数掲

と食べ方を事典スタイルで網羅する。

載し、その楽しみ方を紹介する。

個性的な果物の特徴を十分解説し
ながら、つくりたいジャムとそのジャムで
作れるレシピを楽しめる。

くだもの ぱくっ

インターネット予約、カウンターでの

彦坂 有紀/ほか作
木版画で描かれた、子どもの大好

予約などで最寄りの図書館へ本を

きなくだものたち。くだものの食べ方、

取り寄せることが出来ます！

そして、ぱくっと食べる楽しみを味わ
える一冊。

ぜひご利用ください♪

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。

新着・おすすめ本
一般書
口福のレシピ
原田 ひ香/著

ハリネズミは月を見上げる

料理は、作られなくなったら

あさの あつこ/著
引っ込み思案な鈴美と、凜とした

死んでしまう。

雰囲気を纏う比呂。正反対に見え

料理学校の歴史をつなぐレシ
ピを巡る、胃も心も温まる家

る二人の結びつきは、周囲の大人

族小説。

を変えていく。

純喫茶パオーン

灯台からの響き

椰月 美智子/著

宮本 輝/著

その昔ながらの喫茶店にはなぜか

本の間から見つかった、亡き妻宛ての

不思議な事件と個性的な人々が引

古いハガキ。妻の知られざる過去を追

き寄せられる。『しずかな日々』

い、男は灯台を巡る旅に出る―。市井

『るり姉』の著者が描く喫茶店ミ

の人々の姿を通じて、人生の尊さを伝

ステリー！

える傑作長編。

お父さんはユーチューバー
欲が出ました

浜口 倫太郎/著
宮古島のゲストハウス「ゆいまーる」の

ヨシタケ シンスケ/著

ひとり娘、小学五年生の海香は絵を描く

欲が出るから失敗するけど、

ことが大好き。将来は東京の美術大学に

欲が出るから人間って面白

入りたいと思っていた。ある日、父親の

い!?

勇吾が宣言した。「俺はユーチューバー

評イラストエッセイ集、第二

になる！」宮古島の自然とゲストハウス

弾！

人気絵本作家の、大好

に集う人々を通じて描く、家族小説。

子どもが「学び合う」
オンライン授業！

ほんとうのリーダーの
みつけかた

西川 純/著

梨木 香歩/著

子どもが交流できるオンライン

あなたがいちばん耳を傾けるべき

授業をやってみよう！子どもが

存在は、じつは、身近なところに

主体的に学び合えるオンライン

いるのです。あなたの最強のチー

授業はどうしたらつくれるか、

ムをつくるために、そのひとを探

その方法がわかる１冊！

しに出かけよう。

魅せる苔テラリウムの作り方
石河 英作/著
『小さな苔の森』シリーズ

待望の続

編！今回は好みに合わせて自在に苔を
生やしたりふやしたりできる「着生
（ちゃくせい）」に注目。
苔好きが夢見る、自分だけの「苔むし
た風景」を手に入れよう！

農家が教える
天気を読む知恵とワザ
農文協/編
観天望気、指標植物の活用、
寒だめしなどの農家の知恵か
ら、気象データの活用まで、
さまざまな視点からの知恵と
ワザを集めた本。

児童書
かしたつもり✖もらったつもり
北村 裕花/絵

タコとイカはどうちがう？

大切なきょうりゅうずかんを、れ

峯水 亮/写真

んは、友だちのだいちに貸したつ

気鋭の水中写真家・峯水亮

もりだった。だけど、だいちはも

氏によるダイナミックで美

らったつもりだった。勘違いの原

しい生体写真と、死後くん

因は、大きな工事現場の音。

によるちょっと毒のあるイ

聞き間違い、勘違いからはじまる

ラストに、大人も子どもも、

男子のけんかと仲直りの物語。

ページをめくる手がとまらない一冊！

くろくまくん
あわあわ てあらい

これが ぼくらに ぴったり！

たかいよしかず/著・イラスト

アーノルド・ローベル/絵

くろくまくんたちといっしょに、

昔話風のお話に、アーノルド・

てあらい・うがいをしてきれいに

ローベルが「ぴったり！」の絵

さっぱり！こどもたちのげんきを

を描きました。ロンソン夫妻が

まもるてあらい・うがいがたのし

みつけた「ぴったり！」なくら

くなるえほん。

しとは？？

小説 弱虫ペダル 1

かぶしきがいしゃ くも

輔老 心/著

松屋 真由子/作
おとしものをひろった、こうたくん

アニメを愛する高校1年生の小野

とりこちゃんは、「かぶしきがい

田坂道は、ママチャリで往復90

しゃ

キロの秋葉原へ通う。

くも」のなかへ。

そうむぶ、えいぎょうぶ、くもせい

その坂道に、運命を変える自転車

さくぶ…おとしぬしは、みつかるで

との出会いが！坂道が自転車競技

しょうか。

部に入部するまでを描く第1巻。

あおいの世界

ラストでわかる だれの手紙

花里 真希/著

たから しげる/編

小学五年生のあおいは、父親の仕

ラストでわかる、まさかの「差出

事の都合で、カナダに引っ越すこ

人」と「受取人」！

とになった。空想癖があるあおい

児童文学界の著名作家11人が描

はクラスで浮いた存在になってし

く、５分間ノンストップショート

まったことがあり、カナダでは普

ストーリー！

通でいようと決めていたが･･･

ぼくの「自学ノート」
梅田 明日佳/著

こどもSDGs
バウンド/著

新聞記事の切り抜きを貼り、感

キミが大人になった時、地球が

想や調べたことを書き込む「自

危ない！みんなの力で未来を考

学ノート」を、小3の春から作

えよう！SDGsを子どもから大

り続け、NHKスペシャルの放

人まで誰でもわかりやすく学べ

送などで注目を集める高校生の

る本。

「自学ノート」27冊をよりぬ
き公開。

