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（国内編）                          （海外編） 

 「鴨川ホルモー」「プリンセス・トヨトミ」など

の作品で知られる人気作家 万城目 学さんのトー

クショーが、３月５日（土）に城崎で開催されます。   

これにちなんで、城崎分館でも豊岡市立図書館が

所蔵する万城目学さんの著作を集めたミニコーナ

ーを設置し、展示・貸出を行っています。 

 万城目学さんが、志賀直哉城崎温泉来訪 100周年

記念として、志賀直哉「城の崎にて」を下敷きに書

き下ろした短編、「城崎裁判」（館内閲覧のみ）も展

示していますので、この機会にぜひご一読くださ

い。 

  

 

 今年もまた、城崎分館のミステリー月間（2016年版）がやってきました。 

「このミステリーがすごい！」（別冊宝島）や「週刊文春ミステリーベスト１０」（文藝春秋社）

「本格ミステリベスト１０」（原書房）「ミステリが読みたい！」（早川書房）で上位にランキング

された選りすぐりのミステリーを集めて展示しています。現在も予約待ちの本もありますが、こ

の機会に旬のミステリーを思う存分味わってください。（次面もご覧ください） 

「悲しみのイレーヌ」ピエール・ルメートル著 

週刊文春ミステリーベスト 10  １位 

このミステリーがすごい！   2位 

 

 

「王とサーカス」米澤 穂信 著 

このミステリーがすごい  １位 

週刊文春ミステリーベスト 10  １位 

ミステリが読みたい  １位 

 

万城目 学さんトークイベント 

「城崎温泉の万城目 学 ～文芸フェ

スは兵庫県でもやっています～」 

東京国際文芸フェスティバル関連事業 

日時 ３月５日（土）午後１時 

場所 三木屋旅館 ３階 

http://lib.city.toyooka.lg.jp/
http://www.pictcan.com/item/0114.html
http://www.pictcan.com/item/0114.html
http://www.pictcan.com/item/0114.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のテーマ展示（児童） 

 

  

           

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「きかんしゃやえもん」 

E/ｵｶ 

阿川 弘之 文 

  岡部 冬彦 絵 

 

「いたずらきかんしゃちゅ

うちゅう」E/ﾊﾞﾄ 

バージニア・リー・バートン 作 

村岡 花子 訳 

「すべてがわかる！日本

の新幹線 １」686/ﾒｸﾞ 

 恵 知仁 作 

  

  

「世界にはばたく日本

力 日本の鉄道技術」 

516/ｱｷ 

秋山 芳弘 著  

こどもくらぶ 編さん 

 

2016 年 3 月、北海道新幹線が開業します。これにちなみ、今月

は電車のおはなしや図鑑を集めました。どうぞご利用ください。 

『戦場のコックたち』 

深緑 野分著 東京創元社 

『孤狼の血』 

柚月 裕子著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『スキン・コレクター』 

ジェフリー・ディーヴァー著  

文藝春秋 

『ありふれた祈り』 

ウィリアム・ケント・クルーガー著  

早川書房 

＜このミステリーがすごい！2016年版＞ 

国内編 

第 1位 『王とサーカス』  米澤 穂信 

第２位 『戦場のコックたち』深緑 野分 

第３位 『孤狼の血』    柚月 裕子 

第４位 『さよならの手口』 若竹 七海 

第５位 『流』       東山 彰良 

 

海外編 

第１位 『スキン・コレクター』ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ 

第２位 『悲しみのイレーヌ』ピエール・ルメートル 

第３位 『ありふれた祈り』ウィリアム・ケント・クルーガー 

第４位  『エンジェルメイカー』ニック・ハーカウェイ 

第５位 『声』 アナールデュル・インドリダソン 

（宝島社） 

辻 村 

 

http://www.pictcan.com/item/0114.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般書 

 

児童書 

書名 著者 書名 著者 

元素ビジュアル図鑑 三井 和博監修 モグラの生活 飯島 正広 

ほんわかクラゲの楽しみ方 平山 ヒロフミ 海まるごと大研究 1-3 保坂 直紀 

松平家のおかたづけ 松平 洋史子 鉄道クイズ ワンステップ編 

はじめてでも作れる！キャラ弁教室 山崎 和代 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし 

暮らしのおへそ Vol．21 主婦と生活社 イモリくんヤモリくん 松岡 たつひで 

倒れるときは前のめり 有川 浩 しあわせないぬになるには  ジョー・ウィリアムソン 

図書館の殺人 青崎 勇吾 しおちゃんとこしょうちゃん ルース・エインズワース 

よはひ いしい しんじ へっちゃらトーマス パット・ハッチンス 

悪魔の羽根 ミネット・ウォルターズ シロクマ号となぞの鳥 上・下 アーサー・ランサム 

かもたんのほんだな  
「いいことってどんなこと」E/ｶﾀ 

神沢 利子/作 片山 健/絵  

 ぴちゃぴちゃ水の音が聞こえてくるので、女の

子が窓を開けてみると、屋根の雪が解けてしずく

を落としていました。しずくが、跳ねたり、踊っ

たりとあんまりうれしそうなので、女の子がたず

ねると、しずくは「いいことがあるからよ」とこ

たえます。「いいことってどんなことかしら」と

女の子は外へ出てみましたが、小鳥たちも風も川

も「いいことがある」とうれしそうにしているば

かりで、それがなんなのかは教えてくれません。  

女の子は、雪の野原でいいことを探しまわって

いるうちに、リスを追いかけようとして転んでし

まいました。すると、雪にほっぺたをつけてひと

りぼっちで転んでいる女の子の耳に、「しゅんし

ゅん ろ ろ ろ」という歌声が聞こえてきまし

た。女の子が足元の雪をすくって掘ってみると

…。雪が解けて、春の気配に胸がどきどきするよ

うな喜びを感じることのできる絵本です。 

 

 

 

「ミリ―・モリ―・マンデーのおはなし」GY/ﾌﾞﾘ 

ジョイス・L・ブリスリー/作  上條 由美子/訳  

 短い髪、短い足に短い服を着た小さな女の子が

いました。ところが名前だけは「ミリセント・マー

ガレット・アマンダ」ととても長い名前だったので、

短くして「ミリ―・モリ―・マンデー」と呼ばれて

いました。ミリ―・モリ―・マンデーは、とても元

気のよい足をしていたのでみんなからよくお使い

を頼まれました。ある日、ミリ―・モリ―・マンデ

ーは、お父さんに「モッグスさんに貸していた移植

ごてをもらってくるように」と頼まれました。ミリ

―・モリ―・マンデーが急いで出かけようとすると、

他の家族からも次々にお使いを頼まれてしまいま

す。ミリ―・モリ―・マンデーは頼まれたことを忘

れないように、何度も何度も小声で言い続けまし

た。そして、一つずつお使いをすませていきました

が、最後におばさんに頼まれた買い物だけがどうし

ても思い出せません…。大家族の温かい愛情に包ま

れて育つ小さな女の子の暮らしを描いたユーモア

あふれるお話が１２話入っています。 

 



３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 32 33

34 35 36 37 38 39 40
      イラスト協力 ＷＡＮＰＵＧ  

                            

                                           

 

                                                                    

１２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「ゆらゆらおひなさま」を作

ります。みんなで来てね！  

定員２０名、申込みが必要です。 

 
 

３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。 

♪おはなしランド♪ 

♪ほっぺとえほん♪ 

３月の行事 

２５日(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。 

  

  

 
 

子どもたちを読書好きにするには、子ど

も時代にたっぷりと本の世界の楽しさを味

わせることが大切です。 

城崎分館では、子どもたちによい本に出

会ってもらおうと、読み聞かせの研修会「絵

本の森」を開催しています。 

参加者同士で絵本を読みあいながら、子

どもの気持ちになって絵本の世界を楽しん

だり、絵本の読み方や絵本作家について知

識を深めあったり、子どもたちに読んだと

きの様子を話しあったりと和気あいあいと

絵本談義をしています。 

読み聞かせや、絵本、児童文学に興味の

ある方はどうぞご参加ください。 

  

城崎分館読み聞かせ研修会「絵本の森」 

毎月第 3水曜日 午前 10時 30分～正午 

城崎庁舎 2階 相談室 

 

 

詳細は、職員にお問い合わせください。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

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 

 


