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近隣で上映予定の劇場情報 

シネプラザサントムーン         

イオンシネマ富士宮 

静岡東宝会館 

 函南町文化センターでも撮影が行われた、２月２８日全国公開予定

の映画「幕が上がる」。５人組アイドル「ももいろクローバーZ」が主

演を務める本映画は、劇作家の平田オリザ氏による青春小説「幕が上

がる」を原作とした作品です。 

 ２月のＹＡ（ヤングアダルト）特別展示では、平田 オリザ氏の書籍

や演劇に関する本、作中で演じられる『銀河鉄道の夜』、監督の本広 

克行氏ら制作陣に関する本を集めました。 

 この春一番の青春映画を本と合わせて味わってみませんか？ 

 

原作：平田 オリザ  主演：ももいろクローバーＺ 

★２月のＹＡ特集展示『幕が上がる』★ 

『幕が上がる』 平田 オリザ／著 講談社 （請求記号：Ｆヒラ） 
 

 弱小演劇部を部長としてまとめることになった高橋 さおり。意気込

むさおりをよそに、部員たちの演技は上達せず、悩める日々が続く。

そんな時、東京から新任教師の吉岡 美佐子がやってきた。かつて「学

生演劇の女王」と呼ばれていた吉岡は、地区大会すら勝ったことのな

い彼女たちに呼びかける。 

「私は行きたいです。君たちと、全国に。行こうよ、全国!」 

 お姫様キャラのユッコ、ムードメーカーのがるる、しっかり者の明

美ちゃん、演劇強豪校からの転校生中西さん、顧問の溝口と共に、無

限の可能性への挑戦がはじまる。ひたむきに青春を駆け抜けた5人の結

果は…。そして夢の向こう側に広がっていた景色とは…。 

請求記号

770.7ヒ

709ヒ

910.26ミ

☆ＹＡ展示の職員オススメ本☆

新しい広場をつくる

宮沢賢治の世界

平田 オリザ／著

平田 オリザ／著

吉本 隆明／著

著者タイトル

コミュニケーショ
ン力を引き出す

勉強よりも恋よりも… 

やっぱり部活動が一番 

熱いのニャ～！ 



請求記号

913タ

Eへ

933ク

請求記号

913コ

596.65ナ

383.8モ

請求記号

291.51フ

163.1ア

721.8カ

☆２階 特集展示　「バレンタインデー」

 2月 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(1/24～2/22)。

         ※展示中の本も借りることができます。

☆１階 特集展示　「ねこ」

　2月22日はねこの鳴き声「にゃん
（2）にゃん（2）にゃん（2）」に
ちなんで、ねこの日なのだそうで
す。そこで今月は、ねこたちが活躍
する本を集めました。
　まだまだ寒い日がつづきます。ね
このようにこたつにもぐりこんだり
しながら、あったか～くしてゆった
りと読書を楽しんでみませんか。

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

黒ねこサンゴロウ　１ 竹下 文子／作

ねこのオーランドー
キャスリーン・ヘイ

ル／作・絵

ねこのホレイショ
エリナー・クライ

マー／作

　2月14日は、バレンタインデーで
す。『片想いの男性に、女性から気
持ちを伝える日』として普及されて
いますが、年を経るとともに少しず
つ変わってきました。
　想いを寄せる方や友達、いつもお
世話になっている方へ、チョコレー
トと一緒にあなたの感謝の気持ちを
伝えてみませんか。

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

告白 小林 深雪／著

７人の人気パティシエが教
える秘密のチョコレート

ピエール・エルメ
〔他〕／著

チョコレートの歴史物語
サラ・モス〔他〕／

著

赤坂 治績／著

☆２階 地域展示　「富士山」～2月２３日は『富士山の日』～

　2月23日は『富士山の日』です。
　古代から神聖な山として日本人に
愛され続けてきている富士山。富士
山に抱かれ暮らしている静岡・山梨
両県では、富士山について理解と関
心を深め、後世にひきつぐために
『富士山の日』を制定しました。こ
の機会に富士山についてもっと知っ
てみませんか。

☆２階地域展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

世界遺産富士山を行く！ 藤井 勝彦／著

富士塚ゆる散歩 有坂 蓉子／著

ザ・富士山
対決！北斎VS.広重



著者 請求記号

小野 正嗣 Fオノ

著者 請求記号

西 加奈子 Fニシ
「サラバ！」
（上・下）

1977年、歩は父の海外赴任先のイ
ランで生まれた。イラン革命のあ
と、小学生になった彼は、エジプ
トへ向かう。後の人生に大きな影
響を与える、ある出来事が待ち受
けていることも知らずに…。『き
らら』連載に加筆し書籍化。

　タイトル 作品内容

「九年前の
　　祈り」

35歳になるシングルマザーのさな
えは、幼い息子をつれて、海辺の
小さな集落に戻ってきた。息子を
持て余しながら、さなえが懐かし
く思い出したのは、9年前の「みっ
ちゃん姉」の言葉だった…。

タイトル 作品内容

第152回芥川賞・直木賞の選考会が１月15日に築地・新喜楽で開催され、決定しま

した。受賞作をお知らせします。 

 ※貸出中の場合はご予約できます（函南町内に在住・在学・在勤の方のみ） 

     『火星の人』 

     アンディ・ウィアー／著 

     小野田 和子／訳 

     早川書房（ハヤカワ文庫）  

     所蔵場所 小説文庫（933.7ウ） 

 

 火星探査の最中、たったひとりで火星に取り

残されてしまったマーク・ワトニーが、限られ

た物資を利用してどう生き残るのか。「火星の

ロビンソン・クルーソー」と言われれば、もう

読む前からわくわくしてきませんか？  

 宇宙飛行士の知識や経験はもちろん、その発

想力、実行力を駆使してトラブルに次ぐトラブ

ルに次々対応していくワトニーですが、緊迫し

た場面でもワトニーのユーモア溢れる語り口に

は思わず笑ってしまいます。人が生きていくに

は水や食料という直接的な物以上に「ユーモ

ア」が必要だということ。それこそが人を前向

きにする糧となるのですね。 

 リドリー・スコット監督で映画化も予定され

ているそうです。この機会にハードＳＦの傑作 

を手に取ってみませんか。（Kn） 

 

 

          『死神の精度』 

      伊坂 幸太郎／著 

      文藝春秋  

      所蔵場所 2階開架（Ｆイサ） 

 
 

  ＣＤショップに入りびたり、苗字が町や市の名前

であり、受け答えが微妙にずれていて、素手で他人

に触ろうとしない。そんな人物が身近に現れたら、

死神かもしれまさん。クールでどこか奇妙な死神・

千葉が出会う六つの人生。 

 死神にとって普通の返事でも、人間にとっては的

外れな答えになってしまう千葉(死神)と登場人物達

との掛け合いは落語の様で面白いです。そして千葉

の発言(質問)には、人間にはない着眼点で考えさせ

られたり、納得させられたりする事でしょう。 

 死神と聞くと、悪いイメージばかりだと思います。

ですが、この本を読めばそんなイメージも払拭され

る事間違いありません。そしてクールでちょっとと

ぼけた死神の事を好きになると思います。 

 『死神の精度』の続編『死神の浮力』もあるので、

そちらも読んでみてはいかががでしょうか。（Ｌ） 

図書館職員のオススメ本紹介 



　

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  

＊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） 

※２月２３日(月）～３月４日（水）は図書特別整理期間（蔵書点検）のため、お休みです。 

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

平成27年2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27年3月

蔵書点検による図書館休館のお知らせ 
 休館日 ：２月２３日（月）～３月４日（水） 

                                                                  

 ●休館中はブックポストをご利用ください。ブックポストは、知恵の和館 

  入口左側にあります。ブックポストを利用できない資料がありますので 

  ご注意ください。（ＣＤ・ＤＶＤ、大型絵本、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤの 

  付録がついた本や雑誌、他の図書館から借受した本） 

 ●休館中もホームページから蔵書検索、資料の予約、貸出延長を行うことが 

  できますが、資料などの受け取りは３月５日（木）以降となります。  

  ご迷惑をおかけしますが、 

  ご理解・ご協力をお願いします。 
 
 

本・雑誌のリサイクル市を行います 
 図書館では、内容が古くなったり傷んでしまったりして破棄する本、 

 保存期限の過ぎた雑誌を無料で配布します。 

 期間中にかんなみ知恵の和館エントランスホールまでお越しください。 

 

 期間：３月５日（木）～無くなり次第終了 

 場所：かんなみ知恵の和館  

      エントランスホール 
 ※１人５冊まででお願いします。 
 

※おはなし会は図書館1階のキッズルームで行っています。 


