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日 時 

   場 所   城崎地区公民館（会議室・調理室・ホール２） 

図書館城崎分館（おはなしのへや） 

   内 容   絵本の読み聞かせ：「ぐりとぐらのおきゃくさま」 

               中川 李枝子/作 山脇 百合子/絵 

         工作：折り紙でつくるクリスマスツリー 

         クッキング：クリスマス スポンジケーキ 

   対 象   小学生        

定 員   ２０名 

   参加費   ３００円（材料代実費・当日集金） 

   持ち物   エプロン・三角巾・マスク・タオル（手拭き用） 

   申込受付期間 １２月１日（木）～１２日（月） 

   申込先   城崎地区公民館 ０７９６－２１－９０７１ 

 
 

 

 

 

   今年も、１２月１４日（水）から図書館福袋の貸し出しを行います。どんな本が

入っているか、お楽しみ。どうぞご利用ください。 

   また、１４日（水）から２６日（月）までは、貸出冊数が２倍（図書２０冊、

うちＣＤ１０点）になります。貸出期間も通常より長くなります。この機会に読み

たかった本にチャレンジしてはいかがですか。 

 

毎回人気の「おいしいおはなし わくわく・クッキング」今回は、クリスマスバージョンで 

開催します。ぜひ、ご参加ください。 

１２月１８日（日）１０時～１２時 

http://lib.city.toyooka.lg.jp/


１１月のテーマ展示  

一般テーマ展 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 児童テーマ展 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は漱石の没後１００年。１２月９日がその命日にあたります。漱石の作品は今もなお読

み継がれていますが、没後１００年の節目とあって、漱石の魅力や作品を紹介した解説本も多

数出版されています。この機会に漱石の作品をもう一度読みなおしてみませんか。 

 

 今年は、瀬田貞二さんの生誕１００年にあたります。 

瀬田さんの翻訳された絵本は、今もなお親子２代３代に渡って読み継がれています。日本の児

童文学に偉大な足跡を残した瀬田貞二さんの仕事を振り返るとともに、瀬田さんの子どもたちへ

の深い愛情がこめられた絵本や児童文学を、ぜひ、お楽しみください。 

「エンサイクロペディア夏目漱

石」910.2/ﾅﾂ 

漱石文学研究会/編著 

漱石の生涯、暮らした土地などを紹

介し、同時代評から作品を読む。 

「漱石の思ひ出」910.2/ﾅﾂ 

夏目 鏡子/述 松岡 譲/筆録  

妻、鏡子から見た夫・漱石の姿や２

０年の結婚生活のエピソードが生き生

きと語られる。 

 

「姜尚中と読む夏目漱石」910/ﾅﾂ

姜 尚中/著 

 高校時代から漱石に心酔し続け

てきた著者が、１００年以上読み継

がれる漱石作品の魅力を紹介 。 

「漱石の長襦袢」914.6/ﾊﾝ 

半藤 末利子/著 

 漱石は部屋着に女物の長襦袢を愛用

していた。漱石夫婦の姿、なぜ漱石文

学館がないのかなどを孫娘が綴る。 

  

 

「三びきのやぎのがらがらどん」

E/ﾌﾞﾗ 

ノルウェーの昔話 

マーシャ  ブラウン∥え 

せた ていじ∥やく 

「ホビットの冒険 上・下」 

GY/ﾄﾙ 

Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン∥作 

 瀬田  貞二∥訳 

「おだんごぱん」E/ﾜｷ 

ロシアの昔話  

わきた かず∥え 

せた ていじ∥やく 

 

「世界のむかしばなし」 

908/ｾｶ 

瀬田 貞二∥訳 

太田 大八∥絵 

 

https://www.kinokuniya.co.jp/images/goods/ar2/web/imgdata2/large/41678/4167801930.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

一般書 

 

児童書 

書名 著者 書名 著者 

本屋って何？ 稲葉 茂勝 紛争・対立・暴力 西崎 文子・武内 進一∥編著 

絶景温泉 100 高橋 一喜 鳥のくらし図鑑 上田 恵介∥監修 

こどものみかた春夏秋冬 柴田 愛子 ゆきゆきゆき たむら しげる 

本当にすごい冷えとり百科 オレンジページ うおいちば 安江 リエ 

成田屋の食卓 堀越 希実子 まめまめくん デヴィッド・カリ 

うつわを愛する 祥見 知生 ほげちゃんとこいぬのペロ やぎ たみこ 

つくって楽しむわら工芸 瀧本 広子∥編 なんでもふたつさん M.S.クラッチ 

メビウス 1974 堂場 瞬一  ひかり生まれるところ まはら 三桃 

おばさんの金棒 室井 滋  サトミちゃんちの 8男子 9 矢立 肇∥原案 

かもたんのほんだな  

 もうすぐクリスマスです。ウィロビーさんのお屋敷に、

見たこともないような立派なツリーが届けられました。と

ころが、ツリーを大広間に立ててみると、先が天井につか

えて弓なりに曲がってしまいます。そこで、執事のバクス

ターが、斧でツリーの先をちょん切りました。切られたツ

リーの先は、小間使いのアデレードに贈られました。アデ

レードは、そのツリーの先をテーブルの上に置いてみます

が、先がちょっと邪魔。アデレードもツリーの先をちょん

切りました。それを庭師のチムが家に持って帰りますが、

やっぱり先がちょっと邪魔。チムの奥さんが先をちょん切

って窓の外へ投げました。それをくまのバーナビーが家に

もって帰り…。立派なツリーの先が、次々に拾われていっ 

て、クリスマスの温かな喜びがツリーの先と一緒に広が 

っていく素敵な絵本。 

 

 

 

 

 エルッキ・セッパラは、10歳の男の子です。エルッキは

感謝祭からずっと毎日星に向かって「とびきりすてきなク

リスマスにしてください」とお願いし、クリスマスのこと

を思うと温かくてわくわくした気持ちになりました。 

セッパラ家は１２人の大家族でとても賑やかです。とこ

ろがある晩、エルッキが家に帰るとみんなしんとしていま

した。毎年クリスマスのプレゼントをくれる一番上のお兄

さん、マッティの乗った船が行方不明になったのです。も

うじきクリスマスだというのに、一家は不安と悲しみに包

まれました。そんなとき、エルッキは物置でマッティがク

リスマスプレゼントを作ろうとして置いていた板と車輪

を見つけました。エルッキはマッティの代わりに、弟や妹

のプレゼントを作ろうと金づちを握りましたが…。 

心に残るクリスマスの温かな物語。 

 

ロバート・バリー/作 

光吉 夏弥/訳 

「おおきいツリー 

ちいさいツリー」E/ﾊﾞﾘ 

 

E/ﾏﾚ 

「とびきりすてきな 

クリスマス」 GY/ｷﾝ 

        リ－・キングマン/作 

山内 玲子/訳 

バーバラ・クーニー/絵 

  

           



１２月のカレンダー 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                

                           

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

30 31 32 33 34 35 36
    

                            

                                           

 

                                                                    

  

城崎文芸館の中の「小さな城崎図書館」、もう見て

いただけたでしょうか。 

 今月の棚は「みんな大好きクリスマス」です。 

 クリスマスのいわれや、クリスマスの絵本、児童書、

料理や手芸、イルミネーションなどクリスマスが楽し

くなる本を並べています。ぜひ、のぞいてみてくださ

いね。 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０日(土)１０：３０～ 

４歳以上のお子さんを対象に詩や

絵本の読み聞かせ、おはなしやかんた

んな工作をします。 

今月は「クリスマスリース」を作り

ます。みんなで来てね！  

定員２０名、申込みが必要です。 

 
 

１日(木)１１：００～ 

 ０～３歳くらいの乳幼児と保護者を対

象に絵本の読み聞かせ、わらべうたあそ

びをします。 

ことばでつながる楽しい時間をすごし

ませんか。ぜひ、ご参加ください。 

♪おはなしランド♪ 

 

１２月の行事 

２２(木)１０：３０～ 

 ０～３歳くらいの乳幼児と保護者を対象   

に絵本の読み聞かせ、おりがみあそびをしま

す。☆会場は城崎子育てセンターです。 

  

  

 

ＫＩＮＯＢＵＮ 小さな城崎図書館 

 

ホームページ  スマホ用   携帯用 

本館・他の分館の資料も取り寄せてご利用いただくことができま

す。インターネット・スマホ・携帯電話からでも資料の予約がで

きます。どうぞご利用ください。 

休館日 

イラスト協力 ＷＡＮＰＵＧ  

♪ほっぺとえほん♪ 

「クリスマスクッキング」 

斎藤和子 他 著  

日本基督教団出版局 

「X’masアドベント・ブック」 

 本庄ひさこ デザイン・作  

 世界文化社 

「クリスマスツリー」 

吉村 和敏 写真・文 

アリス館 


