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 保存期限の過ぎた雑誌や、図書館で不要となった本を持ち帰りできる、 

「リサイクルブックフェア」を開催します。どうぞご利用ください。 

 日 時 ： ３月６日（日）午前１０時～ 

 場 所 ： 城崎庁舎 ２階 大会議室 

 対 象 ： 図書館利用者カードをお持ちの方 

 申込み ： 不要 

★ １人につき１０冊まで持ち帰りできます。 

持ち帰り袋をご持参ください。 

  豊岡本館が２月８日（月）から１７日（水）まで、 

年に一度の特別図書整理のため休館します。 

 そのため、全館で 

１月２５日（月）から２月７日（日）までの間、貸出冊数が上限 

２０点まで利用できます。（図書２０冊、うちＣＤ10点まで） 

＊期間中は貸出日が同じ日でも本館、分館によって返却日が異なりますので 

ご注意ください。 

 なお、各分館は本館の特別図書整理期間中も、通常通り開館して 

います。 

  

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） 

 

 

 

 朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞各紙の書評委員が選んだ 2015 年注目の本を集め

ました。さまざまな分野で活躍中の読書のプロによる選りすぐりの本を、ぜひご利用ください。

（展示中の本には、選者の氏名と新聞紙名を明記し、書評をはさんでいますので参考にしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のテーマ展示（児童） 

 

  

           

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まめのかぞえうた」E/ﾜｶ 

西内  ミナミ∥さく 

和歌山  静子∥え 

 

「ジャックと豆の木」E/ｼｪ  

イギリスの昔話  

ジョン シェリー∥再話・絵 

おびか ゆうこ∥訳 

「えんどう豆のうえに 

ねむったお姫さま」E/ﾄﾞｳ 

 ﾊﾝｽ・ｸﾘｽﾁｬﾝ・ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 作  

ﾄﾞﾛﾃｰ・ﾄﾞｳｪﾝﾂｪ 絵 

ウィルヘルム きくえ 訳 

  

「おんどりとえんどう

まめ」E/ｲﾜ 

ロシアの昔話 

 宮川 やすえ 文 

 岩本 康之亮 絵  

『あなたを選んでくれるもの』ﾐﾗﾝﾀﾞ･ｼﾞｭﾗｲ 著 934.7/ｼﾞｭ 

「世界の一粒のかけらに過ぎない一人

一人が、世界に匹敵するくらい重い存

在であり、でもやはりかけらであるこ

との哀しさ」青木 淳（読売） 

・他に 大竹 昭子（朝日） 

江國 香織・角田 光代（毎日）選 

『みんな彗星を見ていた』 星野 博美 著 198.2/ﾎｼ 

「リュートの音色に導かれるように 400

年前のキリシタンの世紀に踏み入る著

者。『私』と『歴史』とを結ぶ等身大の思

考が心地よい」よみうり堂店主（読売） 

・他に 井上 理津子（産経） 

岡ノ谷 一夫（読売）選 

『新・観光立国論』ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ・ｱﾄｷﾝｿﾝ 著 689.1/ｱﾄ 

「日本を典型的に他者の視点から見て

いる。そうした日本を理解するだけで

はなく、こうした視点の在り方、『見る

という方法』を読み取り、盗んでほし

いと思う」養老 孟司（毎日） 

・他に 出口 治明（読売）選 

『忘れられた巨人』 カズオ・イシグロ  著 933.7/ｲｼ 

isi 
「イシグロの十年ぶりの長篇。アーサー

王が姿を消した後のブリテン島を舞台に

した、歴史小説というより『神話小説』

である。大胆な発想に静かな驚きが残っ

た」湯川 豊（毎日） 

・他に 蜂飼 耳（朝日）選 

節分にまく豆には、鬼や不幸をもたらすものを追い払う力があるといわれてい

ます。そんな不思議な力をもった豆の本をあつめてみました。 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般書 

 

児童書 

書名 著者 書名 著者 

商都大阪をつくった男 宮本 又郎 目でみる 1mmの図鑑 こどもくらぶ∥編 

47都道府県・温泉百科 山村 順次 大村智ものがたり 馬場 錬成 

大地の五億年 藤井 一至 サクラの絵本 勝木 俊雄∥編 

リノベーションでつくる古さを生かしたレトロな家 主婦と生活社 あたし、メラハファがほしいな  ホダー ハッダーディ 

ロボティクス最前線 日経産業新聞∥編 おふろやさんのまねきねこ  とよた かずひこ 

幻影の天守閣 上田 秀人 ロベルトのてがみ マリー ホール エッツ 

世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ ゆうかんな猫ミランダ エレナー エスティス 

深夜百太郎 入口・出口 舞城 王太郎 さかさ町 F.エマーソン アンドリュース 

べつの言葉で ジュンパ ラヒリ 温泉アイドルは小学生! 1  令丈 ヒロ子 

かもたんのほんだな  
「しんせつなともだち」Ｅ/ムラ 

方 軼羣/作 村山 知義/画 君島 久子/訳 福音館書店 

 雪がたくさん降り積もりました。食べ物がなく

なってしまった子うさぎは、食べ物を探しにでか

けていき、かぶを２つ見つけました。子うさぎは、

かぶを１つだけ食べ、ろばもきっと食べ物がなく

て困っているだろうと思い、あとの一つはろばの

家に届けにいきました。けれどもろばは留守だっ

たので、そっとかぶを置いて帰りました。食べ物

を探しに出かけていたろばが、さつまいもを見つ

けて戻ってくると、かぶが置いてありました。そ

こでろばは、そのかぶを子やぎの家にそっと置い

ていきました。子やぎはそのかぶを子じかの家に

届け、子じかは子うさぎの家に届けにいきまし

た。子じかが子うさぎの家にいってみると、子う

さぎはぐっすり眠っていました。そこで、子じか

はそっとかぶを置いてかえりました。目を覚まし

た子うさぎは驚きましたが、友達が持ってきてく

れたのだとすぐにわかりました。お互いに友達を 

  思いやる優しさに心温まる絵本です。 

す。 

。 

 

 

「シャーロットのおくりもの」 ＧＹ/ホワ 

E.B ホワイト/作  さくま ゆみこ/訳 あすなろ書房 

 8歳の少女ファーンの家に子豚が生れました。そ

のうちの１頭が小さすぎて始末されそうになり、フ

ァーンはお父さんに頼んでペットとして飼わせて

もらうことにしました。子豚はウィルバーと名前を

つけられ、大きくなりましたが、ファーンの家では

もう養うことができなくなり、近くの農場に買われ

ていきました。農場には色々な動物がいましたが、

ウィルバーはなかなか友達ができず、寂しくて食べ

物も食べることができなくなりました。そんなある

夜、「友達になってあげる」と声をかけてくれたの

が、蜘蛛のシャーロットでした。ウィルバーは次第

に農場にもなじみ、体重もうんと増えましたが、自

分がクリスマスのごちそうにされるのだと知って

泣き出します。そんなウィルバーにシャーロット

は、「死ぬようなことにはならないわ、助けてあげ

る」と約束をします。そして、ウィルバーを救うた

め農場に奇跡が起こったのです。農場を舞台に繰り

広げられる心温まる動物ファンタジー。 

。 

 



２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 41
      イラスト協力 ＷＡＮＰＵＧ  

                            

                                           

 

                                                                    

１３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「へんしんカード」を作りま

す。みんなで来てね！  

定員２０名、申込みが必要です。 

 
 

４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♪ 

2月の行事 

２５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。 

  

  

 
 

 図書館城崎分館では、図書館事業のお手

伝いをしていただくボランティアを募集し

ています。 

 内容は、おはなし会での工作の準備や子

どもたちへの工作の指導補助、図書館内の

掲示物の作成、絵本の読み聞かせや朗読・

ストーリーテリングなどです。 

子どもたちに関わっていただく活動で

は、「子どもたちの笑顔が元気の素」と現在

活動中のボランティアの方からうれしい声

をいただいています。 

図書館にあなたのお力をお貸しいただけ

ませんか。 

詳細は職員まで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 

 


