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タイトル 書いた人 出ぱん社

 ジオパークを知っていますか？ 伊豆半島は２０１２年９月に「日本

ジオパーク」に、にんていされました。「伊豆半島ジオパーク」とは伊

豆半島にある「ジオサイト」（ジオパークの見学場所）の、しぜんを守

りながら活用して伊豆を元気にしようとする取り組みです。 

 ちいきてんじコーナーではこの「伊豆半島ジオパーク」にかんけいす

る本を集めていますので、ぜひごらんください（てんじ期間：6/28～

7/24）。函南町にもいくつかジオサイトがあります。夏休みは町内のジ

オサイトをめぐり、大地のめぐみを感じてみませんか？ 

函南町のジオサイト 

 ・たんなだんそう公園 

 ・らく農王国オラッチェ 

 ・伊豆スカイラインのてんぼう台 

 ・かしや横あなぐん 

 ・十国とうげてんぼう台 

 ・火雷（からい）神社 

 ・月光天文台 

夏休みはジオパークへ行こう！ 

ジオパークとは、 

わたしたちの足もとに 

ある大地（ジオ）を、 

学び・たいけんすること

ができるしぜん公園

（パーク）です。 
（伊豆半島ジオパークすいしんきょう

ぎ会発行パンフレット「伊豆めぐり」

より） 

２階ちいきてんじコーナーオススメ本 
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 とくしゅうてんじコーナーのお知らせ

☆１階 こども図書館　「水にしたしむ」※てんじ中の本もかりることができます。

　海や川など水がこいしいきせつ

です。水辺でのすごし方やふしぎな

水の生き物の本を集めました。

“水にしたしむ”本を読んだら、ぜひ

外に出てホンモノに会いに行きましょ

う！

☆１階てんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル かいた人

かっぱ印川あそびブック 阿部 夏丸

　図書館では、毎月きせつに合わせてとくしゅうてんじコーナーをもうけています。(6/28～7/24)

☆２階 ＹＡとくべつてんじ　「ふしぎじっけん・おどろき発明」

クラゲゆらゆら 楚山 いさむ

ねこのオーランドー海へいく キャスリーン・ヘイル

☆２階 とくしゅうてんじ　「夏をのりきろう」

　２階てんじコーナーでは、
「夏をのりきろう」というテーマで
この夏のすごし方をみなさんに
ていあんいたします！
　つめたいデザートの作り方から、す
ずしいくらし方、ひんやりかい談話ま
で…
　あなたなりの暑い夏のすごし方の
さんこうにどうぞ！

☆２階てんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル かいた人

緑のカーテンのつくり方 ―

「効く食材」で涼しくなる 信川 敏子

電気に頼らない涼しい生活 加藤 清彦

　世界にほこれるオンリーワンの

発明品をたくさん作っている日本の

ぎじゅつってものすごい。

　じっけんや発明・先たんぎじゅつの

本を集めました。これを読んだら

あなたも、もしかしたら、みらいの

科学はかせになれるかも…

　身近なモノを使って、面白くて

楽しいじっけんをしませんか？！

☆ＹＡてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル かいた人

子どもと一緒に電子工作 櫻井 俊一

日本のすごいモノづくり 中村 智彦

食べ物実験レシピ 佐巻 健男



10：00～12：00

「きのいい羊たち」によ
る親子であそぼう
・おもちゃ作り
・親子ふれあい遊び
・ようじ＆小学生運動遊び

おもに小学校
低学年までの親子

多目てき室
パティオ(中庭)

時間 内容 対象 会場

13：00～13：50
夏休みスペシャル
パネルシアター

どなたでも
図書館１階

おはなしのへや

14：00～14：50

「りぼんクラブ」による
・人形げき
・手遊び
・パネルシアター

おもに小学校
低学年までの親子

多目てき室

15：00～16：30
工作教室
「とび出すしかけ絵本を
つくろう」

小学校
（低学年は親子でさんか）

図書館２階
研しゅう室

注意
じこう

★どのイベントも入場りょうは無りょうです。

★工作教室「とび出すしかけ絵本を作ろう」は事前に申しこみがひつようです。

　申しこみは７月１５日～受けつけ開始で先着１５名までです。

  かんなみ知恵の和館オープンから２回目の夏休みがせまってきました。 

今年も図書館と子育て交流センターでは、親子が学んで、遊んで、たいけんして、

楽しんでもらえるよう「夏休みわくわくまつり」を８月３日（日）に開さいしま

す！！ 

 さく年もこうひょうだったパネルシアターや工作教室など、一日中楽しめるイ

ベントがもりだくさん！家族と、お友だちと、ぜひ楽しみにご来館ください。 

※なお、イベントには事前に申しこみがひつような場合がございます。イベント

内ようをかくにんの上、ごさんかください。 



夏休みかだい図書の貸出について
　かだい図書は人気があるため、下記の期間中は、たくさんの方に利用してもらえ

るように、貸出方法をへんこうします。

　ご協力よろしくおねがいします。

図書館開館カレンダー

　＊休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。

対象の本
　・静岡県夏休みすいせん図書
　・静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書
　・青少年読書感想文全国コンクールかだい図書

期間 　7月1日（火）～8月31日（日）まで

対象者
　高校生までの子ども
　※多くの子どもが借りられるよう、
　　期間中は、大人の方の貸出はできません。

貸出冊数
　1人1冊まで
　※自動貸出機は使えません。
　　カウンターまで持ってきてください。

貸出期限
　1週間以内
　※延長、予約はできません。

開館時間

火・木・金曜日 午前９時３０分～午後６時００分

水曜日 午前９時３０分～午後８時００分

土・日曜日・祝日 午前９時３０分～午後５時００分

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

平成26年7月

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

平成26年8月


