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最初の読者になりませんか？ 

 １１月の２階特集てんじは『今まで一度もかし出されていない本』を集めました。

「なぜこの本が借りられていないの？」と思うようなほり出し物を、図書館しょく

員の手作りPOPでごしょうかいいたします。ベストセラー・話題の本だけでなく、

かくれた良書の読者第１号になってみませんか？ 

 

おく様方、くれぐれもだんな様には 

見つからないようにしてください！ 
 

   『夫の転がし方』 

  野村 沙知代/著 367.3ノ 

 指を使って 

  想ぞう力を養おう！ 
 

 

『てむすび』 
瀬戸 けいた・なおよ/著 

789セ 

 そんな名字があったんだ！？ 
 

『静岡県名字の雑学』 

  渡邉 三義/著 K288ワ 
 

指運動は 

脳に良いんだ！ 

あの人に見つかったって 

どうってことないわ～ 



       ※てんじ中の本もかりることができます。

請求記号

Ｅス

908コ

Ｋ959カ

請求記号

376.8ハ

376.8ス

159.4コ

とくしゅうコーナーのお知らせ

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(10/25～11/27)。

☆１階 こども図書館　「犬（ワン・ワン）」

　犬は大昔から人とともにくらしてき
ました。かわいいペットとして、もう
どう犬やきゅうじょ犬など はたらく犬
として、いつも身近にいてくれる
「犬」。11月は犬の鳴き声ワン・ワン
（＝１・１）にちなんで犬についての
本を読んでみませんか？
　今よりもっと犬がすきになってしま
いますよ！

　　　☆１階てんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 著者

イヌカウコドモ
金森 美智子／文

スギヤマ　カナヨ／絵
子どものための世界文学の森36

名犬ラッシー
エリック・Ｍ・ナイト／作

邑田 晶子／作

すてイヌシェパードの涙 角谷 智恵子／著

☆ＹＡ とくべつてんじ　「みらいに向かってとび立とう！」

林 修／著

偏差値29の私が東大に合
格した超独学勉強法

杉山 奈津子／著

これから働き始める君た
ちへ

産経新聞社／編著

　進路を考える時期になってきまし
た。進学をきぼうする方、しゅうしょ
くをきぼうする方、さまざまだと思い
ます。
　勉強のしかたやしゅうしょくに役立
ちそうな本を集めましたので、ぜひさ
んこうにしてみて下さい。
　You　can do it (ﾕｰ ｷｬﾝ ﾄﾞｩ ｲｯﾄ)！

☆２階てんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 著者

受験必要論
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場所  帯出  種別  請求記号 

  ＹＡ      貸可   一般    538.9ウ 

しりょうレシートの「場所」に「ＹＡ」と 

あれば、ＹＡコーナーにあります！！ 

 ＹＡとくべつてんじのごしょうかいをしていますが、

そもそもＹＡが何か、みなさんごぞんじでしょうか？ 

 ＹＡ＝young adult（ヤングアダルト：わかい大人）

のりゃくで、12才～18才の方向けのサービスを図書館

では「ヤングアダルトサービス」とよんでいます。 

「1階の本じゃ、ちょっと子どもっぽい」 

「大人の本じゃ、むずかしすぎる」 

「なやみがいっぱいなのに、かいけつできる本がどこに

あるかわからない」 

という十代の方向けに本をえらび、コーナーをもうけて

います。場所は2階18番のたな（一番おくのまどぎわ）、

目じるしは本のせなかにはってある水色のシールです。

ＹＡのたなの近くで毎月ＹＡとくべつてんじも行ってい

ますので、ぜひお立ちよりください！ 

ワイエー 



10：00～10：40
狩野順子さんによる
「心がおどる♪親子リズ
ムうんどう」

１さいから２さい
までの親子

知恵の和館１階
多目的室

時間 ないよう たいしょう 会場

10：00～11：00
図書館しょくいんによる
「ジグソーパズルを作っ
てみよう！」

４さいから小学６年
生までの親子

図書館２階
研修室

11：10～12：00
狩野順子さんによる
「心がおどる♪親子リズ
ムうんどう」

えんじから小学校て
い学年までの親子

知恵の和館１階
多目てき室

13：30～15：30

いわいとしおさんによる
たいけんがたこうざ
「みんなでつくろう！100
かいだてのいえ」

４さいから小学６年
生までの親子

知恵の和館１階
多目的室

注意
じこう

★「ジグソーパズルを作ってみよう!」は、事前申しこみがひつようです。(定員15名)

★「いわいとしおさんによる体験型講座」は、事前申しこみがひつようです。(親子50組)

申しこみについては11月半ばから開始します。広報かんなみ11月号または図書館ホーム
ページでお知らせするので、チェックしてみてください。

  かんなみ知恵の和館がオープンして２回目の冬休みをむかえます。 

図書館と子育て交流センターでは、12月20日（土）に「しゅう学前や小学生までの親

子」を対しょうに、親子が学んで、遊んで、たいけんして、楽しんでもらうため、「冬

休みわくわくまつり～今年も冬休みは知恵の和館が面白い！～」を開さいします。 

 ぜひみなさんご来館ください。 

※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。 

  イベントないようをかくにんの上、ごさんかください。(入場むりょう) 

12月２日（火）から12月25日（木）までの期間、図書館１階で

は「みんなで作ろう！大きなクリスマスツリー」として、図書

館のかべにはってある大きな木におり紙でかざりつけをして、

きれいなクリスマスツリーを作るイベントもじっししています。 



　 ホームページでオススメ本をチェックしよう！

　＊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」でけんさく

　ホームページ右上「図書館情報」

「図書館発行紙」をクリック！

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  

函南町立図書館 

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

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12月

実物は２階 

特集てんじ 

コーナーに 

かざって 

あるよ 

本物にしか 

見えない鳥の羽。 

実はこれ、紙で 

作っているんです！ 

「ドリームキャッチャー」 

夢見が良いこと 

間違いなし！ 

作り方はこの本にのっています！ 

『親子で作る！自然素材の 

かんたん雑貨＆おもちゃ』 
光橋 翠/監修・まちとこ/編 

750オ 

作り方はこの本にのっています！ 

『アートアタック  

びっくり！工作』 
ニール・ブキャナン/原案 

神戸 万知/訳  
750ア 

実物は 

２階 

カウンター 

にかざって 

あるよ 

どこにでもあるアレで 

こんなに本かく的なマスクが 

出来るの！？ 

か面の戦士に変身だ！ 


