
来年は辰（竜）年 

  想像上の生き物といわれ

ている竜は神獣・霊獣であ

り、水中や地中・空中と自

在に飛翔するそうです。 

  今年は世界中が水害に見

舞われ、大変な年でした。 

  ぜひ、来年は竜が雲を得

て天に昇るように、世界中

が上昇気流に乗って元気に

なってほしいものです。 

                                     利用されている方の声      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１２ 月 の 行 事 

読みたい本はいっぱいありますが、なかなか全部は買えません。そこで私は

もっぱら図書館を利用しています。貸出中の本でも予約しておけば借りられま

す。予約の冊数制限がなくなり、うれしい限りです。巻数の多いものは続けて読

みたいですからネ。 

 まだ図書館を利用されたことのない方、一度足を運んでみませんか。違った

世界を味わえますよ。（峰山町 女性） 

やぶれたりこわれている本がありましたら、図書館で

修理専用の用品を使って直しますので、お家で修理せず

に図書館にお持ちください。 

今年度ベストリーダー 

☆2 月 9 日～14 日    読書絵てがみ展    弥栄地域公民館ロビー    

No.４ 平成２３年１１月  

京丹後市立 

としょかんだより 
HP：http://www.city.kyotango.kyoto.jp/kurashi/kyoiku/toshokan/kyotango_city_library 

 

１ 麒麟の翼  東野 圭吾 著 (92 回) 

２ 花の鎖   湊 かなえ 著  (80 回) 

３ 三十光年の星たち   宮本 輝 著 

                   (71 回)  

４ もし高校野球の女子マネージャーがドラ

ッカーの『マネジメント』を読んだら 

         岩崎 夏海 著  (62 回) 

５ 県庁おもてなし課  有川 浩 著 

                  (61 回)  

今年 4 月から 10 月までの間の人気の本

(一般書)ベスト５を紹介します。( )は貸出回数

※ 詳しくは各図書館(室)にお問い合わせください。 

おねがい

場　 所

冬のお楽しみ会

冬のおはなし会

冬のおはなし会  久美浜市民局

図書館冬のお楽しみ会

冬のおはなし会

冬のおたのしみ会

大人のためのおはなしのじかん

　14時～15時

12月  4日（日）

　10時～11時

　14時～15時

　10時～11時

　14時～15時半

　14時～15時

　10時～11時半

日　 時

12月  3日（土）

峰山図書館

12月  4日（日）
大型絵本「みんなうんち」、大型紙芝居、
パネルシアター「三まいのおふだ」ほか

12月 10日（土）

人形劇「ねずみのよめいり」、工作ほか

大宮図書室

峰山図書館手ぶくろシアター「手ぶくろを買いに」、
語り「十二のつきのおくりもの」ほか

人形劇「はなさかじいさん」、大型絵本、
暗唱「雨ニモマケズ」、工作ほか

12月 10日（土）
丹後図書室光る紙芝居「十二支のはじまり」、

パネルシアター「金のがちょう」ほか

12月 25日（日）

12月 18日（日）

内 　容

パネルシアター「北風と太陽」、
大型絵本、劇「おおきなかぶ」ほか

大型絵本「ぴっけやまのおならくらべ」、
マリンバ演奏、工作ほか

(久美浜図書室)

あみの図書館

弥栄図書室



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図書館(室)所在地･連絡先 

峰 山 図 書 館

あ み の 図 書 館

大 宮 図 書 室

弥 栄 図 書 室

丹 後 図 書 室

久 美 浜 図 書 室

峰山町杉谷 1030（峰山地域公民館内） 

網野町網野 385-1（「ら・ぽーと」内） 

大宮町口大野 228-1(アグリセンター大宮内） 

弥栄町溝谷 3443-2（弥栄地域公民館内） 

丹後町間人 2624（丹後地域公民館内） 

久美浜町 852-1（久美浜地域公民館内） 

でんわ 

62-5101 

72-4946 

69-0672 

65-2101 

69-0664 

82-1771 

休館日･･･毎週月曜日・毎月１日(その日が土･日曜日の場合は翌週の火曜日)・年末年始・ 

蔵書点検期間。月曜日に祝日開館した場合は翌日の火曜日。 

通常の開館時間･･･午前 10時～午後6時（峰山･あみの図書館では、水曜日は午後７時まで） 

 

12 月の休館日   ･･･1(木)･5(月)･12(月)･19(月）･26(月) 

年末年始の休館日・・・12/28(水)～1/4 (水) 

1 月の休館日     ･･･10(火)･16(月)･23(月)･30(月) 

2 月の休館日     ･･･1(水)･6(月)･13(月)･20(月)･27(月) 

『赤い実たちのラブソング』 

 

名木田 恵子著 

ＰＨＰ研究所 

 
中学校卒業後、それぞれの人生を歩んで

きた同期生。今と中学時代を交錯させなが

ら、苦しんだり悩んだりしつつ、ターニン

グポイントといえる 30 歳を迎える。 
同じ時代、同じ時を過ごした仲間がいる

っていいなと思う小説です。 

 

おすすめ図書 

『じいちゃんとないしょないしょの 

やまのぼり』

    わたなべ 

      さもじろう 作・絵

鈴木出版 

山登りの名人だったじいちゃんと一

緒に山へ登ったけんた。川の魚が乱獲さ

れるのを見たおじいちゃんが、イワナを

ひと気のない滝つぼに移して守ったこ

とを知って、けんたは驚きます。 

質問:京丹後市の梨の主な種類について知りたい。 

回答資料: 世界有用植物事典、果樹園芸大百科④ 

京丹後市観光協会 HP、京都府広報振興局 HP 

内  容：青梨･･･皮が黄色っぽいもの 

（八雲、二十世紀、ゴールド二十世紀） 

     赤梨･･･皮が茶色っぽく、大振り 

（幸水、新興、晩三吉） 

京都府生産量の約 9割が京丹後市の梨で、 

ゴールド二十世紀の糖度 11.5 度以上のものが 

「京たんご梨」とされている。 

小さな疑問から

本格的な調べも

のまで、図書館職

員が必要な資料

を探すお手伝い

をするサービス

です。 

書　　　　　名 著　　　者 出　版　社

　こいわすれ 　畠中　恵　著 　文藝春秋

　おまえさん　上・下 　宮部　みゆき　著 　講談社

　カンタ 　石田　衣良　著 　文藝春秋

　確率捜査官御子柴岳人 　神永　学　著 　角川書店

　夢うばわれても 　蓮池　薫　著 　ＰＨＰ研究所

　日野原重明一〇〇歳 　日野原　重明　著 　ＮＨＫ出版

　編み地を楽しむリストウォーマー 　林　ことみ　著 　文化学園文化出版局

　干し野菜をはじめよう 　廣田　有希　著 　文藝春秋

　３・１１後ニッポンの論点 　朝日新聞オピニオン編集部　編 　朝日新聞出版

　ここから。 　鎌田　實　著 　山本　高史　著 　ベストセラーズ

書　　　　　名 著　　　者 出　版　社

　困っちゃった王子さま 　パトリシア・Ｃ．リーデ　著 田中　亜希子　訳 　東京創元社

　ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 　末吉　暁子　作 垂石　眞子　絵 　あかね書房

　いのちのふね 　鈴木　まもる　作 　講談社

　レンタルロボット 　滝井　幸代　作 三木　謙次　絵 　学研教育出版

　ももかっぱ、なにいろ？ 　あきやま　ただし　著 　メディアファクトリー

　おばあちゃんのおはぎ 　野村　たかあき　作・絵 　佼成出版社

　てぶくろチンクタンク 　きもと　ももこ　さく 　福音館書店

　恋する百人一首 　内海　準二　著 　ＰＨＰ研究所

　ファーディのクリスマス
　ジュリア・ローリンソン　さく
  ティファニー・ビーク　え 　理論社

　日本と世界の歴史対比事典 　関　真興　監修 　ＰＨＰ研究所

一般書

児童書


