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 講 師  橋本しげみ 氏 （元 豊岡市立図書館長） ＊両会場とも 

 対 象  学校図書館ボランティア、読み聞かせに 0 興味のある方 

 申込み  ６月１３日（月）まで   

 主 催  豊岡市立図書館 豊岡市教育委員会こども教育課 

 申込み・問い合わせ 

  豊岡市立図書館本館 TEL：0796-23-6151 FAX：0796-24-1819 

  豊岡市教育委員会 こども教育課 TEL：0796-23-1451 FAX：0796-24-4669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 読み聞かせをしてみたいけれど、何を読んだらいいの？どんなふうに読んだらいいの？という

疑問にお答えする読み聞かせ初心者向けの基本的な講座です。 

子どもたちと一緒に本の楽しさを共有できる読み聞かせを、はじめてみませんか。 

  

    

    

    

 

 

楽しもう！絵本のあるくらし 

～子どもと本のすてきな出会い～ 

日時 6月 18日（土） 

   午後 1時 30分～3時 45分 

場所 豊岡市立図書館本館 

   2階 視聴覚講演室（豊岡市京町 5-28） 

 

はじめよう！絵本の読み聞かせ 

～読書の橋をかけるのはあなた～ 

日時 7月 9日（土） 

   午後 1時 30分～3時 45分 

場所 日高農村環境改善センター 

   2階8号室（豊岡市日高町国分寺850） 

豊岡会場 日高会場 

 読み聞かせ活動をしている方、読み聞かせに関心のある方を対象に、城崎分館で開催してい

る読み聞かせの研修会です。絵本を読みあって、絵本の楽しさを共有したり、絵本の選び方や読

み方を話しあったりしています。ぜひ、ご参加ください。 

 日 時  毎月 第３水曜日  午前１０時３０分～１２時 

 場 所  豊岡市役所 城崎庁舎 ２階 相談室 

 内 容  『松居直のすすめる 50の絵本』（教文館）をテキストに絵本を読み合う 

  申込み・問い合わせ 豊岡市立図書館 城崎分館 TEL 0796-21-9072 

 

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


 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

「グロースターの仕たて屋」 

Ｅ/ポタ 

ビアトリクス・ポター 作 

いしい ももこ 訳 

 

「海時計職人ジョン・ハリ

ソン」289/ﾊﾘ 

ルイーズ ・ボーデン 文  

エリック ・ブレグバッド 絵 

片岡 しのぶ 訳  

「からすのパンやさん」 

 Ｅ/ｶｺ 

かこ さとし 絵.文 

   

 

  

「負けないパティシエガー

ル」GY/ﾊﾞｳ 

ジョーン・バウアー 作 

灰島 かり 訳 

 

 

 ６月第１週はトライやる・ウィークで中学生が地域に出て職場体験をします。 

トライやる・ウィークにちなみ、さまざまな仕事が描かれた本を集めました。 

今月のテーマ展 一般 

「座ってできる！シニアヨ

ガ」講談社 498.3/ﾔﾏ 

山田 いずみ著 講談社 

気になる不調の改善、予防

に、椅子に座って出来る簡単

なヨガを紹介。 

「まずは、からだを整え

る」498.3/ﾏｽﾞ 

主婦と生活社 

体が整えば心も整い、 

幸福力もＵＰ。無理なく続

けられる健康の指南書。 

今月のテーマ展 児童 

 ４月から職場や学校など生活環境が変わった方も、少し慣れてきた頃だと思います。 

 緊張の中頑張ってきた心身の疲れが出やすいですね。また、梅雨に入り、気が滅入ったり体

の不調も出やすい時期です。今月は、心や体のメンテナンスに役立つ本を集めました。 

。 

 「限りなくシンプルに、豊か

に暮らす」188.8/ﾏｽ 

枡野 俊明著 PHP研究所 

禅宗に学ぶ、心のメタボを

解消し心地よさを手に入れる

暮らし術。 

 
「本を読むってけっこういい

かも」019.9/ｶﾔ 

香山 リカ著 七つ森書館 

「日常から離れよ、本を読も

う」精神科医の勧める読書術。 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

一般書 

 

児童書 

書名 著者 書名 著者 

禅宗入門 竹貫 元勝∥監修 
ばけばけばけばけばけたくん 

かくれんぼの巻 
岩田 明子 

東京の、すごい旅館 岩下 誠明 ほか はしれ!こうそくどうろ モリナガ ヨウ 

和の国富論 藻谷 浩介 おむすびさんちのたうえのひ かがくい ひろし 

海の大図鑑 深澤 理郎∥監訳 なんでもだっこ! スコット・キャンベル 

人生は一本の線 篠田 桃紅 くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス 

「文豪」がよくわかる本 福田 和也∥監修 ニコニコ・ウイルス くすのき しげのり 

ツバキ文具店 小川 糸 ABC! 市川  朔久子 

大きな鳥にさらわれないよう 川上 弘美  茶畑のジャヤ 中川 なをみ 

小説王 早見 和真  ワンダー R.J.パラシオ 

かもたんのほんだな  

 あこちゃんは、ぬいぐるみのぽぽこちゃんが大の

お気に入り。出かける時も、寝る時もいつも一緒で

す。 

 ある朝、あこちゃんが目を覚ますと、ぽぽこちゃ

んがいません。愛犬のサスケが隠していたのです。

あこちゃんは、何とかサスケからぽぽこちゃんを取

り返しますが、ぽぽこちゃんはぼろぼろになってい

ました。パパが大きな手に針と糸を握ってぽぽこち

ゃんを直してくれましたが、あこちゃんは怒ってサ

スケを追い出してしまいました。そのあとサスケは

いつまでたっても帰ってきませんでした。パパとあ

こちゃんはサスケを探しに行きますが・・・。 

 あこちゃんとサスケの成長を温かく見守るパパ 

   の姿が心に残る絵本。父の日にどうぞ。 

。 

 

 

 

 日曜日の午後、かんたは道端の草の中から、赤い目

をしたカエルのおもちゃを拾いました。かんたは、そ

のカエルのおもちゃにエルタという名前をつけ、お城

や池を作ってやりました。 

 ある日、かんたがエルタと遊んでいると、雨が降っ

てきました。エルタは雨を浴びると言葉を話し始めま

した。それから、みどりのはっぱ号という舟にかんた

を乗せ、「うたえみどりのしま」を目指して舟を走ら

せました。やがて島から舟にむかって虹の橋がかかり

ました。二人は橋が消えるまでに島へ渡ろうとしまし

たが、ふざけていたエルタは橋の下に落ちてしまいま

した。かんたはエルタを探しに、「うたえみどりのし

ま」の中に入っていきますが・・・。 

幼い子向けのほのぼのとしたファンタジ―。 

鈴木 永子/作・絵  

 

「パパとあたしのさがし

もの」Ｅ/スズ 

E/ﾏﾚ 

「かえるのエルタ」 

Y/ナカ 

      中川 李枝子/作 

大村  百合子/絵 

           

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


６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

1 2 3 4 5 6 7
    

                            

                                           

 

                                                                    

１１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「けん玉であそぼう！」を作

ります。みんなで来てね！  

定員２０名、申込みが必要です。 

 
 

２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。（トライやる中学生が担当） 

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♪ 

♪ほっぺとえほん♪ 

６月の行事 

２３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、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。 

  

  

 

  

H28 年度の青少年読書感想文課題図書が決定しました。 

 ＜小学校低学年＞ 

「アリとくらすむし」 島田たく 写真・文 ポプラ社 

「ひみつのきもちぎんこう」ふじもと みさと 作 金の星社 

「ボタンちゃん」 岡田 千晶 絵 PHP研究所 

「みずたまのたび」 アンヌ・クロザ 作 西村書店 

 ＜小学校中学年＞ 

「コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業」 

     中村 文人 文 佼成出版社 

「二日月」 いとう みく 作 そうえん社 

「さかさ町」 F．エマーソン・アンドリュース 作 岩波書店 

「木のすきなケイトさん」 ジル・マケルマリー 作 BL出版 

 ＜小学校高学年＞ 

「大村智ものがたり」 馬場 錬成 著 毎日新聞出版 

「ここで土になる」 大西 暢夫 著 アリス館 

「茶畑のジャヤ」 中川 なをみ 著 鈴木出版 

「ワンダー」 Ｒ．Ｊ．パラシオ 作 ほるぷ出版 

 ＜中学校＞ 

「生きる」 森越 智子 作 童心社 

「ＡＢＣ！」 市川 朔久子 著 講談社 

「白いイルカの浜辺」 ジル・ルイス 作 評論社 

＜高等学校＞ 

「シンドラーに救われた少年」 レオン・レイソン著 河出書房新社 

「タスキメシ」 額賀 澪 著 小学館 

「ハーレムの戦う本屋」 ｳﾞｫｰﾝﾀﾞ・ﾐｼｮｰ・ﾈﾙｿﾝ 著 あすなろ書房 

 
 

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  


