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 １２月１９日（土）１0：00～12：00 

「くんちゃんとふゆのパーティ」「山のクリ

スマス」を読んで物語にでてくる、砂糖水で

クリスマスクッキーに絵を描くアイシングク

ッキーを作りました。絵が乾くのを待つ間

に、ツリ―の飾りも作りました。 

サンタさんも登場し、自分たちで作った

おいしいクッキーを食べ、プレゼントをもら

い、子どもたちの顔も輝いていました。 

アイシング 

クッキー作り → 

←ツリーの飾りつくり 

 

 

  城崎分館は１月１２日（火）から１４日（木）まで、 

年に一度の特別図書整理のため休館します。 

 利用者のみなさまには、ご迷惑をおかけしますが、資料の 

返却は城崎庁舎正面玄関横のブックポストをご利用ください。 

本館、他の分館は１３日（水）、１４日（木）は開館しています 

のでそちらもご利用ください。よろしくお願いします。 

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（一般） 

 

 

 

  2016年のＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」にちなみ、戦国の乱世を生き抜いた 

 真田三代と戦国時代に関する本を集めました。どうぞご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のテーマ展示（児童） 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・『真田三代 上・下』 

F/ﾋｻ 火坂 雅志 著  

 戦国時代そろってその謀才と

武略を讃えられた真田幸隆、昌

幸、幸村の三代の興亡を描く。 

 

・『幸村去影』 

F/ﾂﾓ  津本 陽 著  

「日本一の兵」といわれた真田 

幸村が武将として、父として男 

として大阪の陣をいかに生きた 

かを新たな視点で描き出す。 

 

・『戦国武将の実力』 

281.0/ｵﾜ 小和田 哲男 著  

 戦国武将たちの明暗を分けた

ものはなにか。武将の統率力、実

行力、企画力、先見性などを採点

しその実力を明らかにする。 

 

・『真田太平記 全 12巻』 

BF/ｲｹ 池波 正太郎 著 

天正 10年、織田・徳川連合軍 

の侵攻で武田軍は滅亡する。昌幸

は情勢を巧みに捉え真田家存続

をかけて知謀を巡らす。 

。 

 

「ひとまねこざる」E/ﾚｲ 

Ｈ．Ａ．レイ 文・絵 

光吉 夏弥 訳 

 

「かさどろぼう」E/ｳｴ  

シビル・ウェッタシンハ 作 

猪熊 葉子 訳  

「おさるとぼうしうり」E/ｽﾛ 

 エズフィール・スロボドギーナ 作 

 松岡 享子 訳  

「ムルガ―のはるかな旅」 

GY/ﾃﾞﾗ 

 ウォルター・デ・ラ・メア 作 

 脇 明子 訳  

福音館書店 

「西遊記 上・下」 

GY/ｺﾞ 

 呉 承恩 作 

 君島 久子 訳  

http://www.pictcan.com/item/0114.html
http://illustwanpagu.sakura.ne.jp/i2016/i-saru13.png
http://illustwanpagu.sakura.ne.jp/i2016/i-saru71.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般書 

 

児童書 

書名 著者 書名 著者 

戦国のゲルニカ 「大坂夏の陣図屛風」読み解き  渡辺 武 聖書人物おもしろ図鑑 旧約編 大島 力監修 

耳がよく聞こえる!ようになる本  中川 雅文 大豆からそだてるみそしる  真木 文絵 

死はこわくない 立花 隆 忍者修行マニュアル 山田 雄司監修 

野菜たっぷりおかずの本 大庭 英子監修 子どもばやしのお正月 さげさか のりこ 

若沖 BOX FIVE COLORS 安村 敏信 おもち! 村上 康成 

おもてなし接客・案内英会話フレーズ辞典 池田書店編集部 なぞなぞでおやしきたんけん こみね ゆら 

真田信幸 天下を飾る者 岳 真也 シロガラス ４ 佐藤 多佳子 

９５ 早見 和真 ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン 

新カラマーゾフの兄弟 上・下  亀山 郁夫 森のプレゼント ローラ・インガルス・ワイルダー  

かもたんのほんだな  
「つるにょうぼう」Ｅ/アカ 

矢川 澄子/再話  赤羽 末吉/絵 福音館書店 

 雪深い山里に住む貧しい若者のよ平は、ある日

雪の中で矢をうけて傷ついた一羽の鶴を見つけ、介

抱してやりました。その晩、一人暮らしのよ平の家

を、女房にしてほしいと一人の娘が訪ねてきまし

た。よ平は娘と暮らすようになり、ふたりは温かく

幸せな日々を過ごしますが、そのうち貯えも底をつ

きました。そこで娘は機（はた）を織り始めますが、

よ平に織っているところは決して見ないようにと

いいました。娘の織った布はふっくらとつややかで

目をみはるほど美しく、高い値段で売れました。け

れども、布を織るたびに娘はやつれていくのでし

た。よ平は次第にお金にとりつかれてゆき、これき

り織らないといった娘に更に布を織るように勧め

ます。娘は本当にもうこれきりと最後の布を織り始

めますがなかなか部屋からでてきません。待ち遠し

さとのぞき見たさで、とうとうよ平は障子に手をか

け…。白、黒、藍で描かれた水墨調の雪景と美し 

 い日本語の調べが幻想的な物語を描きだします。 

 

 

「ものいうなべ」 ＧＹ/ハツ 

メリー・Ｃ・ハッチ/文  渡辺 茂男/訳 岩波書店 

 あるところに貧乏なお百姓がいました。もって

いるのは、おかみさんと小屋とたった１頭の牝牛だ

けでした。とうとうその牝牛も市場へ売りに行かな

くてはならなくなりましたが、市場へ行く途中で、

知らない人が牝牛と鍋をとりかえようと言ってき

ました。お百姓は断りましたが、鍋が「わたしをと

っとけ、後悔しないから」としゃべり始めたので、

お百姓は牝牛と鍋をとりかえて家に帰りました。そ

れを知ったおかみさんが怒りだすと、鍋は「わたし

をきれいにして、火の上にかけてくれろ」としゃべ

りだします。おかみさんがそのとおりにすると、鍋

は火から飛び降りて、金持ちの家へ飛んでいきまし

た。ちょうどプリンを作ろうとしていた金持ちの奥

さんは、そこへ鍋が飛び込んできたので、材料を入

れて鍋を火にかけました。すると鍋はそれをお百姓

の家まで運んで行きお百姓は美味しいプリンを食

べることができました。明るくユーモアあふれるデ

ンマークの昔話が８話入っています。 

 

。 

 



１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
      イラスト協力 ＷＡＮＰＵＧ  

                            

                                           

 

                                                                    

９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「おさるさんのくるくるご

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。 

 
 

７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♪ 

１月の行事 

２４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、わらべうたあそびをし

ます。☆会場は城崎子育てセンターです。 

  

  

 
 

  

豊岡市立図書館には全館で約３４万

冊の蔵書があります。うち、約２万冊

を城崎分館で所蔵しています。 

特別図書整理期間中は所蔵する全て

の資料をチェックし、蔵書点検作業（所

蔵のデータと実際の資料を照らし合わ

せて確認する）をおこないます。 

また、本来と違う棚に入っていたり、

行方不明になっていた本などを探し出

して、資料請求記号（本の背にあるラ

ベルの記号）で決められた順番どおり

に並ぶように整理したりします。 

皆さまに快適にご利用していただく

ための図書館の資料の総点検です。 

休館中はご迷惑をおかけしますが、

どうぞご理解、ご協力をお願いします。 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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 

１２日（火）～１４日（木）は特別図書整理のため休館します。 

 


