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タイトル 著者

伊豆の民話集

マンがたり２

勝呂　弘／編

静岡県文化・観光部文化政策課

 「かんなみ知恵の和館」では、来館者が２０万人を達成

し、８月１日（金）に記念セレモニーを行いました。 

 セレモニーでは、くす玉を割った後、２０万人目の来館

者に花束や酪農王国オラッチェの商品などの記念品が贈呈

されました。 

かんなみ猫おどりを知っていますか？ 

 ８月２日（土）に函南町肥田簡易グラウンドで、かんなみ猫おどりが行われました。 

函南町軽井沢地区には、夜になると人間の言葉を話し、踊る猫の言い伝えがあります。 

１９８８年から町おこしの一環として、猫の格好で盆踊りをする夏祭りが行われるよう

になりました。 

 図書館の地域資料コーナーには、猫おどりに関する資料も置いてあります。来館した

際には、是非ご覧ください。 

午後からは、初めて子育て地域交流センターと合同で 

パネルシアターなどを使ったおはなし会を行いました。 



　【第151回「芥川賞・直木賞」受賞候補となった作品】

伊吹有喜／著

マダム・キュリーと朝食を 小林エリカ／著 破門 黒川博行／著
芥
川
賞
候
補

どろにやいと 戌井昭人／著

直
木
賞
候
補

ミッドナイト・バス

春の庭 柴崎友香／著 男ともだち

吾輩ハ猫ニナル 横山悠太／著 本屋さんのダイアナ

千早茜／著

メタモルフォシス 羽田圭介／著 私に似た人 貫井徳郎／著

柚木麻子／著

満願 米澤穂信／著

タイトル 著者 請求記号

春の庭 柴崎友香 Fシハ

内容紹介

離婚したばかりの元美容師・太郎は、世田谷にある取り壊し寸前の古いア
パートに引っ越してきた。あるとき、同じアパートに住む女が、塀を乗り越
え、隣の家の敷地に侵入しようとしているのを目撃する。注意しようと呼び
止めたところ、太郎は女から意外な動機を聞かされる……

　＜著者のその他の作品＞
タイトル 請求記号 タイトル 請求記号

主題歌 Fシハ 寝ても覚めても Fシハ

ショートカット Fシハ 見とれていたい 778.28シ

　＜著者のその他の作品＞

虹色と幸運 Fシハ

タイトル 著者 請求記号

破門 黒川博行 Fクロ

内容紹介

映画製作の出資金を持ち逃げされたヤクザの桑原と建設コンサルタントの二
宮。失踪した詐欺師を追い、ゴロツキを病院送りにした桑原だったが、相手
は本家筋の構成員で…。“疫病神”シリーズ。『小説野性時代』掲載を単行
本化。

タイトル 請求記号 タイトル 請求記号

悪果 Fクロ 疫病神 Fクロ

落英 Fクロ 暗礁 Fクロ

国境 Fクロ 螻蛄 Fクロ

文福茶釜 Fクロ カウント・プラン Fクロ

 ２０１４年７月１７日、日本文学振興会の主催する『第１５１回 芥川賞・直木賞』の選

考会が東京・築地の新喜楽で開かれ、その受賞作品が決定されました。 

今月の図書館だよりでは、その受賞作品の紹介と共に、函南町立図書館にある受賞者のその

他の作品をみなさんにご紹介したいと思います。 

ぜひ、魅力あふれる著者の作品に１冊でも多く触れてみてください！！ 
（※紹介作品にに載っていない本も所蔵のある場合がごさいます。ご確認ください。） 



請求記号

Ｅマ

913サ

908コ

請求記号

816コ

724.1コ

750タ

請求記号

493.19ネ

576.5シ

498.3キ

　

　
　夏場に気をつけたい「食中毒」
や「熱中症」。
　重症化すると死に至る場合も
ありますので、注意しましょう。
　それぞれの症状や対処法・予防
法などについて参考になりそうな
本を集めてみました。

☆地域展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

熱中症対策マニュアル 稲葉裕／著

洗浄と殺菌のはなし 新名史典／編著

最新　急病・事故・災害
から命を守る医学百科

福井次矢／監修

☆２階 地域特別展示　「夏はこれに注意！～食中毒・熱中症対策～」

あやかしファンタジア 斉藤洋／作

子どものための世界文学の森
32　フランケンシュタイン

―

☆２階 特集展示　「チャレンジ！夏のアート教室～作ろう・描こう・書こう～」

　今年の夏は、大人も子どもも
工作や自由研究を楽しみません
か？
　夏休みの宿題の手助けになる
本や、長い夏休みに合わせて、
じっくりと取り組んでみたい工
作や自由研究・絵手紙・書写な
どに役立つ本を集めてみました。

☆２階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

書くことが思いつかない
人のための文章教室

近藤勝重／著

はがき絵　言葉の贈りも
の

小山協子／著

科学じかけの貯金箱自由
研究ＢＯＯＫ

立花愛子・佐々木
伸／著

 特集展示コーナーのお知らせ

図書館では、毎月季節に合わせて特集展示コーナーを設けています。(7/26～8/21)

☆１階 こども図書館特集展示　「こわい話」※展示中の本も借りることができます。

　
  “こわい話”といえば、夏の
定番ですね。今月はこわい話の
特集です。
　たくさん読んで
くださいね！
　夜、ひとりでトイレ
に行けるかな？

☆１階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

いるのいないの
京極夏彦／作
町田尚子／絵



★参考図書（レファレンスブック）とは……特定の知識・情報について調べるための図書。辞書・
事典や百科事典などのこと。主なものは２階レファレンスコーナーにあります。

調べ方案内「夏はこれに注意！」～熱中症編～

※調べ方案内（パスファインダー）②より一部抜粋

☆２階特別展示「夏はこれに注意！～食中毒・熱中症対策～」には、調べ方案内（パスファイン
ダー）①（食中毒編）と②（熱中症編）が置いてあります。ぜひお持ちください。

1.関連するキーワードを考えてみる

2.参考図書（レファレンスブック）で調べる

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。

3.新聞・雑誌で調べる

(例)函南町立図書館で利用できるデータベース

日経テレコン21 聞蔵Ⅱビジュアル

静岡新聞・伊豆新聞・伊豆日日新聞・熱海新
聞・日本経済新聞・日経産業新聞など

朝日新聞・知恵蔵（現代用語事典）・アサヒクラ
ブなど

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8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

平成26年9月

調べ方プロセス 

 1.関連するキーワードを考えてみる 

 2.参考図書（ﾚﾌｧﾚﾝｽﾌﾞｯｸ）で調べる 

 3.新聞・雑誌で調べる 

 4.関連書を探す 

例）熱中症、熱射病、日射病、風

通し、クールビス、涼しく、暑い、

冷たい、真夏日、熱帯夜、地球温

暖化、ヒートアイランド現象、緑

のカーテン、省エネ、節電……な

ど 


