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    　　函南図書館だより
　発行：函南町立図書館
　住所：函南町上沢107番地の1
　TEL ：055-979-8700
  FAX ：055-979-8711

読書の秋は図書館へ 
 
 読書週間が始まったのは、戦争の傷痕が残る戦後すぐのことです。 

「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社や書店、

公共図書館、マスコミ機関によって開催され、後に10月27日～11月9日（文化の日を

中心にした２週間）と期間が定められました。 

 そこで図書館では、読書週間に合わせ、身につく講座から読書ビンゴまで、楽し

いイベントを多数開催いたします。ぜひご参加ください。 

 

 ★詳しくは図書館カウンターか電話でお問い合わせください。 
 

 10月24日（金） 

 ○紙芝居講習会（14時～16時） 

  紙芝居の読み聞かせに興味のある方を対象とした講習会です。 

  参加無料。事前申込必要（10月10日まで）。 
 

 10月28日（火）～11月9日（日） 

 ○図書館クイズ 

  図書館や本に関するクイズを出題します。 

   全問正解したら景品をプレゼント！（無くなり次第終了） 

 ○図書記録ビンゴ 

  本を読んでビンゴを完成させたら「手作りしおり」をプレゼント！ 

 ○本の帯＆読書郵便の展示 

  小学生が作成した読書郵便、中学生が作成した本の帯を展示します。 
 

 11月1日（土） 

 ○大人向け手作り絵本講座（14時～15時30分） 

  子供の写真を使ってメッセージ絵本を作りましょう！事前申込必要。 
 

 11月２日（日） 

 ○「病気の子どもと絵本」講演会（13時30分～15時） 

  病気の子供やその家族を、絵本がいかに支えているかの講演会です。 

  講師・塚田薫（県立こども病院医学図書室司書）参加無料、申込不要。 
 

 11月９日（日） 

 ○オリジナル記録ノートを作ろう（14時～15時30分） 

  家にあるノートでオリジナルの記録ノートを作ろう！ 

  小学４年生～中学生までの参加者募集中！事前申込必要。 



行事名 日　時 会　場

開会式・
特別芸能
ショー

10月4日（土）9：30～12：00
函南町文化センター
大ホール

音楽祭 10月5日（日）13：30～15：15
函南町文化センター
大ホール

前期作品展
10月4日（土）～10月7日（火）
10：00～17：00
（最終日は16：00まで）

函南町文化センター
多目的ホール

絵画展
10月4日（土）～10月8日（水）
10：00～17：00　※月曜休館

かんなみ知恵の和館
1Ｆエントランスホール

茶道お点前
10月4日（土）10：00～15：00
10月5日（日）10：00～15：00

函南町文化センター
玄関ロビー・2Ｆ和室

将棋大会 10月5日（日）9：30～17：00
函南町文化センター
2Ｆ会議室

後期作品展
10月9日（木）～10月12日（日）
10：00～17：00
（最終日は16：00まで）

函南町文化センター
多目的ホール
玄関ロビー

囲碁大会 10月11日（土）9：00～17：00
西部コミュニティセン
ター

芸能発表会
10月11日（土）9：30～16：30
10月12日（日）9：30～16：30

函南町文化センター
大ホール

社交ダンス
発表会

10月12日（日）18：00～21：00
函南町文化センター
多目的ホール

タイトル 請求記号
もっと魅せる！感動
のフラ上達のポイン
ト50

799モ

お茶のお稽古茶道入
門

791オ

四季を彩る魔法のタ
ワシ

594.3サ

文化協会ダンス団体
一般参加者
プロダンサーによるデモンスト
レーションあり

文化祭行事日程
内　容

挨拶
函南町文化協会各芸能団体を指
導している先生方による芸能
ショー

筝曲演奏：函南中学校筝曲部
吹奏楽演奏：函南東中学校
　　　　　　　　　吹奏楽部

写真・手芸・工芸
（手芸の体験教室あり）

一般絵画

お茶・抹茶のサービス

函南町将棋クラブ・一般参加者
（こども将棋大会・将棋教室あり）

書道・華道・文芸・歴史
（手芸・生け花の体験教室あり）

函南町囲碁クラブ・一般参加者

朗読・詩吟・民謡・日舞・着付
け舞い・筝曲・合唱・大正琴・
ハーモニカ・二胡・カラオケ・
器楽・謡曲・和太鼓・フラダン
ス・健康体操・マジック・モダ
ンバレエ

地域展示の職員オススメ本
著者

ジェーン・ヨシ
エ・クウレイナニ

／監修

松井 宗幸／監修

Sachiyo*Fukao／著

第46回函南町文化祭のご案内 
 10月４日（土）から10月12日（日）まで、『第46回 函南町文化祭』が

開催されます。 

 期間中、音楽祭・作品展・茶道お点前・芸能発表会・将棋大会・ 

囲碁大会など各種文化の祭典が繰り広げられます。 

 かんなみ知恵の和館では、10月４日（土）～10月８日（水） 

に1階エントランスホールにて絵画展が行われます。 

10月の地域特別展示は『文化祭～函南町文化祭への誘い～』 

 地域特別展示では、文化祭

に展示・発表される芸術や文

芸などに関する本を 

集めました。是非、 

お楽しみください。 



※展示中の本も借りることができます。

請求記号

Ｅコ

386キ

Ｅア

請求記号

516.7イ

686.2ソ

546.5ケ

請求記号

440.4ウ

442テ

440.4タ

　

　10月は皆既月食があり（８日）、他
にも月と木星・レグルスの接近（17日
から20日にかけて）や水星の観察の好
機（10月終わりから11月にかけて）を
迎えます。
 「知らないっておもしろい　ｐａｒｔ
２」では、宇宙に関する本を中心に
自然科学への入門書になる本を集めま
した。
　この機会に宇宙への扉を開いてみて
はいかがでしょう。

☆地域展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

宇宙をゆく ―

天体ショーがやってくる! 2014 ―

体感する宇宙 竹内 薫／著

☆２階 YA特別展示　「知らないっておもしろい　ｐａｒｔ２！　～宇宙への扉～」

10月のえほん 長谷川 康男／監修

ハロウィーンのおばけ屋敷
エリカ・シルバーマン／文

ジョン・エイジー／絵

☆２階 特集展示　「鉄道　～祝・東海道新幹線50周年～」

　東海道新幹線開業50周年を記念し
て、今月の展示本テーマは「鉄道」で
す。
　新幹線、時刻表ミステリー、駅弁、
旅行についての本などを集めてみまし
た。
　読書の秋に“ヨミテツ”は
いかがですか？

☆２階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

新幹線が一番わかる 井上 孝司／著

新幹線50年の技術史 曽根 悟／著

新幹線車両大全 結解 喜幸／執筆

 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(9/27～10/23)。

☆１階 こども図書館　「ハロウィン」

　ハロウィンは、元々ケルト人が先祖
を祀る行事だったとされています。
　10月31日の夜に、先祖の魂と一緒に
悪いおばけも現れると信じられていた
ため、おばけの仮装をするようになり
ました。
　ちょっと怖くて楽しい本を集めたの
で、ぜひハロウィン気分を満喫してく
ださいね！

☆１階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ハロウィンのランプ 小林 ゆき子／作・絵



[児童書]
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[ＤＶＤ]

順位 順位

　

2014年　上半期人気図書ランキング
[一般書]

書名／著者名 書名／著者名

1
夢幻花

1
ミッケ（シリーズ）

東野 圭吾／著 ウォルター・ウィック／写真

2
ホテルローヤル

2
かいけつゾロリ（シリーズ）

桜木 紫乃／著 原 ゆたか／作・絵

3

祈りの幕が下りる時

3

アンパンマンとブックマン

東野 圭吾／著 やなせ たかし／作・絵

永遠の０ 11ぴきのねこ　ふくろのなか

百田 尚樹／著 馬場 のぼる／著

5
海賊とよばれた男　上巻

5
どこ？

百田 尚樹／著 山形 明美／作

[地域資料]

書名／出版社 書名／出版社

1
るるぶ伊豆　'14～'15

1
ミッフィーは・じ・め・てえいご

東京：JTBパブリッシング／出版 [東京] King Record／出版

[雑誌]

書名／出版社 書名／出版社

1
ＥＳＳＥ

1
ちびまる子ちゃん 「友達になろう!!」の巻

東京：フジテレビジョン／出版 [東京] ポニーキャニオン／出版

 

函南町立図書館 

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

図書館開館カレンダー  
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

平成26年10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11月

＊休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。 

函南図書館だよりはホームページからも見られます。 

「函南町立図書館」で検索 

ホームページ右上「図書館情報」 

「図書館発行紙」をクリック！ 

  ホームページでオススメ本をチェックしよう！ 

休館日 

おはなし会 

（10：30～11：00） 

おはなし会 

（15：30～16：00） 


