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 １０月は「とよおか家族の月間」です。家族で同じ

本を読んで、喜びや楽しみを共有しませんか。親子の

会話も広がり、楽しい時間が過ごせるような本を集め

て展示しています。また、絵本の大切さや絵本の選び

方について書かれた本も集めていますので、家庭での

読み聞かせの参考にしてください。 

城崎分館オリジナル「家読

（うちどく）ノート」。 

かもタンのイラストが

かわいいですよ！ 

家読の記録にご利用くだ

さい。 

 

『つばさの贈り物―本を通して家族と共に

分かち合ったよろこびのかずかず』 

アニス・ダフ 著 大江 栄子 ほか 訳 

京都修学社 019.5/ダフ 

 児童書の名編集者として活躍した著者が、

子どもたちの成長に合わせて本を通し分かち

合った喜びを綴った記録。子育て中のお父さ

ん、お母さんにぜひ読んでほしい１冊です。 

『にぐるまひいて』 

ドナルド・ホール 文 バーバラ・クーニー 絵 

もき かずこ 訳 ほるぷ出版 E/クニ 

１０月、父さんは家族全員が１年かけて作っ

た野菜や品物を荷車に積んで、町の市場に売

りに行く。そして牛や荷車まで売ってしまう

と、家族に必要なものを買って家に帰る。家

族はまためぐる季節の中で新しい１年を始

め、それぞれの仕事に取りかかる。 

ニューイングランドの自然と共に生きる家

族の暮らしを描いた美しい絵本。 

 



      １０月のテーマ展示（一般） 

 

 

 

   

              

            

 

               

           

 

 

       

 

 

１０月のテーマ展示（児童） 

 

 

 １０月３１日はハロウィーン。子どもたちが、お化けや魔女に仮装して、お菓子をもらって歩く

お祭りで、かぼちゃのランタンなどが飾られます。この行事は、ヨーロッパの万聖節（天国にいる

聖人を記念するキリスト教の祭り）の前夜祭で、ケルト民族の収穫を感謝し、先祖の霊を迎える祭

りに由来するそうです。その夜は、妖精や魔女、悪霊も空を飛びまわると信じられ、追い払うため

に魔よけの明りがともされました。今月は魔法に関する本を集めてみました。ご利用ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

『小さい魔女』 
オトフリート・プロイスラ
ー作 
大塚 勇三 訳  GY/ﾌﾟﾛ 
  

 新刊もいいけれど、ちょっと昔を振り返って懐かしいミステリーを読み返すひとときもまた格別

です。今回は、2000～2009 年の「このミステリーがすごい！」（宝島社）ブックランキング上位作

品から、ちょっと懐かしいミステリーを集めて展示しています。読み逃したあの作品もこの機会に

ぜひ手にとってみてください。 

。 

 2002年国内編１位 

『模倣犯』上・下 

宮部 みゆき 著 F/ﾐﾔ 

『ねむりひめ』 
グリム 原作  
フェリクス・ホフマン 絵  
せた ていじ 訳 E/ﾎﾌ 
  

  

『ハロウィーンの魔法』 
ルーマ・ゴッデン 作 
渡辺 南都子 訳 GY/ｺﾞﾂ 
 

 

  

『ハロウィーンのまじょ
ティリー』 
ドン・フリーマン 作  
なかがわ  ちひろ  訳 
GY/ﾌﾘ 
  

2009 年海外編１位 

『チャイルド 44』上・下 

トム・ロブ・スミス 著 

 Ｂ933.7/ｽﾐ 

2003 年国内編１位 

『半落ち』 

横山 秀夫 著 Ｆ/ﾖｺ 

 

2009 年国内編１位 

『ゴールデンスランバー』 

伊坂 幸太郎 著 Ｆ/ｲｻ 

2006 年海外編１位 

『クライム・マシン』 

ジャック・リッチー 著 

 933.7/ﾘﾂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般書 

 

児童書 

書  名 著 者 書  名 著 者 

逆風のときこそ高く飛べる 鈴木 秀子 みんなでつくる１本の辞書 飯田 朝子 

ニッポンの貧困 中川 雅之 いっぽんの木のそばで Ｇ．ブライアン・カラス  

酒と食のときめき養生術 帯津 良一 のげしとおひさま 甲斐 信枝 

暮らしのおへそ Vol．20 主婦と生活社 だれのもようかな？ ネイチャー＆サイエンス編 

雑貨と家具をかっこよくリメイクする本  学研パブリッシング 岡崎 慎司 本郷 陽二 

文士の好物 阿川 弘之 大きなたまご オリバー・バターワース 

港、モンテビデオ いしい しんじ 岸辺のヤービ 梨木 香歩 

十字の記憶 堂場 瞬一 ちゃいろいつつみ紙のはなし アリソン・アトリー 

啼かない鳥は空に溺れる 唯川 恵 パール街の少年たち モルナール・フェレンツ 

かもたんのほんだな  

「ペニーさん」 E/ｴﾂ 

マリー・ホール・エッツ/作・絵 

 松岡 享子/訳 

  ペニーさんの家族は、年とった馬や、面倒く

さがりの雌牛、ヤギに豚に羊や鶏たちです。ペニ

ーさんは、家族を養うために、毎日工場で働いて

います。ところがある日、ペニーさんが仕事に出

かけている間に、動物たちが隣の家の畑を荒らし

てしまいました。ペニーさんは損害賠償として、

動物たちを引き渡すか、隣の家の畑仕事をしなけ

ればならなくなりました。畑仕事のために工場を

休めば、動物たちを養うことはできません。かと

いって動物たちを引き渡すことはもっとできませ

ん。ペニーさんは、困り果てました。この様子を

見ていた動物たちは、自分たちでも考え始めまし

た。夜中に、馬はすきをひいて畑を耕し、雌牛

は食べ物を良くかんでミルクを出し、めんどり

も草をたくさん食べて卵をうみ始めたのです。

ペニーさんは、誰が助けてくれるのか、何が起 

こったのか分からず…。暖かい家族の物語。

です。 

。 

  

。 

  

「グレイ・ラビットのぼうけん」 GY/ｱﾄ 

アリソン・アトリー/作   

石井 桃子・中川 李枝子 訳 

森のはずれの小さな家に、灰色うさぎのグレ

イ・ラビットと、野うさぎのヘア、リスのスキレ

ルが住んでいました。グレイ・ラビットは優しく

て、働き者、毎朝一番に起きて、朝ごはんの支度

や片づけをこなしていますが、ヘアやスキレルは

働かないで文句ばかり言っています。ある日、グ

レイ・ラビットは、ヘアの朝ごはんのニンジンを

採りに、森の向こうのお百姓の家の畑へ出かけて

行きましたが、ニンジンを採っているところをお

百姓にみつかってしまい、命からがら逃げ出しま

した。もう、畑にいくのはこりごりと、グレイ・

ラビットはカシコイ・フクロウにニンジンの植え

方を教えてもらいに行きますが、代わりにしっぽ

を取られてしまいます…。 

 美しい自然の中で、動物たちが繰り広げる物語

の世界を、ぜひお子さんに読んであげてくださ

い。家読（うちどく）におすすめの１冊です。 

 



１０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 

 
  

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、おはなしや簡単な

工作をします。 

今月は「きらきら万華鏡」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歳～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♪ 

１０月の行事 

２２日(木)１０：３０～ 

  ０歳～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、わらべうたをします。      

☆会場は城崎子育てセンターです。 

  

  

 

休館日  
本館・他の分館の資料も取り寄せて借

りることができます。インターネッ

ト・携帯電話からでも図書の予約がで

きます。どうぞご利用ください。 

 

  

 

 

ホームページ  スマホ用   携帯用 

休館日 

これまで、豊岡本館だけで所蔵していた

ＣＤを、各分館でも貸出ができるようにな

りました。 

少し前のものになりますが、城崎分館に

も音楽ＣＤのコーナーを作りましたので、

ご利用ください。（１４番書架） 

こんなジャンルの音楽が聴きたい、この

アーティストの音楽が好きなど、ご要望が

あればお聞かせください。 

CD の貸出は１人５点まで、期間は２週間

です。お借りになりたいＣＤの空ケースを

カウンターにお持ちください。 


