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きんりんでじょうえい予定のげき場じょうほう 

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さつえいが行われた、２月２８日全国公開

予定のえいが「幕が上がる」。５人組アイドル「ももいろクローバー

Z」が主えんをつとめる本えいがは、げき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）特別てんじでは、平田 オリザ氏の

しょせきやえんげきに関する本、作中でえんじられる『銀河鉄道の

夜』、かんとくの本広 克行氏らせいさくじんに関する本を集めました。 

 この春一番の青春えいがを本と合わせて味わってみませんか？ 

 

原作：平田 オリザ  主えん：ももいろクローバーＺ 

★２月のＹＡ特集てんじ『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） 
 

 弱小えんげき部を部長としてまとめることになった高橋 さおり。意気ごむ

さおりをよそに、部員たちのえんぎは上達せずなやめる日々が続く。そんな

時、東京からしんにんきょうしの吉岡 美佐子がやってきた。かつて「学生

えんげきの女王」とよばれていた吉岡は、地区大会すら勝ったことのないか

のじょたちによびかける。 

「わたしは行きたいです。君たちと、全国に。行こうよ、全国!」 

 おひめ様キャラのユッコ、ムードメーカーのがるる、しっかり者の明美

ちゃん、えんげき強ごう校からの転校生中西さん、こもんの溝口と共に、無

げんのかのうせいへのちょう戦がはじまる。ひたむきに青春をかけた5人の

結果は…。そしてゆめ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てんじのしょくいんオススメ本☆

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ヘ

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 とくしゅうてんじ　「バレンタインデー」

２月 とくしゅうてんじ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(1/24～2/22)。

         ※てんじ中の本もかりることができます。

☆１階 とくしゅうてんじ　「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、ねこたちがかつやくす
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階とくしゅうてんじのしょくいんオススメ本☆

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―
キャスリーン・ヘイ

ル／作・絵

ねこのホレイショ
エリナ―・クライ

マー／作

2月14日はバレンタインデーです。
『かた想いのだんせいに、じょせいか
ら気持ちをつたえる日』としてふきゅ
うされていますが、年をへるとともに
すこしずつかわってきました。
　想いをよせる方やともだち、いつも
お世話になっている方へ、チョコレー
トといっしょにあなたのかんしゃの気
持ちをつたえてみませんか。

☆２階とくしゅてんじのしょくいんオススメ本☆

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

チョコレート歴史物語
サラ・モス〔他〕／

著

赤坂 治績／著

☆２階　ちいきてんじ　「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。
　古代からしんせいな山として日本人
にあいされつづけている富士山。富士
山にいだかれくらしている静岡・山梨
両県では、富士山についてりかいとか
んしんを深め、後世に引きつぐために
『富士山の日』をせいていしました。
このきかいに富士山について知ってみ
ませんか。

☆２階ちいきてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 著者

世界遺産富士山に行く！ 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



作者 せいきゅう記号

小野
おの

 正嗣
まさつぐ

Fオノ

作者 せいきゅう記号

西
にし

 加奈子
かなこ

Fニシ
「サラバ！」
（上・下）

1977年、歩は父の仕事先のイラン
で生まれた。生まれてすぐ日本に
戻り大阪で過ごした後、小学生に
なった歩は、今度はエジプトへ向
かう。後の人生に大きなえいきょ
うをあたえる、ある出来事が待ち
受けていることも知らずに…。

　タイトル 作品内よう

「九年前
きゅうねんまえ

の

　　祈
いの

り」

35才になるシングルマザーのさな
えは、おさない息子をつれて、海
べの小さな集落にもどってきた。
さなえがなつ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 作品内よう

第152回芥川賞・直木賞のせんこう会が１月15日に東京の築地（つきじ）・新喜楽（しん

きらく）というお店でかいさいされ、決定しました。受しょう作をお知らせします。 

 ※かしだし中の場合はごよやくできます（函南町内にざい住・ざい学・おつとめの方のみ）

     『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） 

 

 火星たんさのとちゅう、たったひとりで火星

に取りのこされてしまったマーク・ワトニーが、

かぎられた物をりようしてどう生きのこるのか。

「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？  

 うちゅうひこうしのちしきやけいけんはもち

ろん、そのゆたかな発想力、実行力でトラブル

に次々対応していくワトニーですが、きんちょ

うする場面でもワトニーのユーモアあふれる言

葉には思わずわらってしまいます。人が生きて

いくには水や食べ物という直せつてきな物い

じょうに「ユーモア」がひつようだということ。

それこそが人を前向きにするのですね。 

 リドリー・スコットかんとくが映画にするそ

うです。このきかいにハードＳＦのけっさく 

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、名字が町や市の名前

であり、受け答えがびみょうにずれていて、す手で

他人に触ろうとしない。そんな人物が身近にあらわ

れたら、死神かもしれまさん。クールでどこかき

みょうな死神・千葉が出会う六つの人生。 

 死神にとってふつうの返事でも、人間にとっては

まと外れな答えになってしまう千葉(死神)と登場人

物たちとのか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、人間にはない着がん点で

考えさせられたり、なっとく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ふっしょ

くされる事まちがいありません。そしてクールで

ちょっととぼけた死神の事をすきになると思います。 

 ぞくへんの『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 

あくたがわしょう 

しょく員が本気でオススメしたい本、本当はナイショにしておきたい本をしょうかいします！ 

なおきしょう 



　

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  

＊休館中の本のへんきゃくはブックポストに入れてください。 

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！ 

  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）は図書とくべつ整理期間（ぞう書点けん）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

ぞう書点けんによる図書館休館のお知らせ 
 ２月２３日（月）～３月４日（水）はお休みです 

                                                                  

 ●図書館がお休みの間はブックポストに入れてください。ブックポストは、知恵の 

  和館入口左がわにあります。ブックポストに入れられないものがありますので 

  気をつけてください。（ＣＤ・ＤＶＤ、大がた絵本、紙しばい、ＣＤ・ＤＶＤ 

  のふろくがついた本やざっし、他の図書館からかりた本） 

 ●図書館がお休みの間もホームページからぞう書けんさく、よやく、 かしだしの 

  えんちょうができますが、本などの受け取りは３月５日（木）からになります。  

   ごめいわくをおかけしますが、 

   ごりかい・ごきょうりょくをおねがいします。 
 
 

本・ざっしのリサイクル市を行います 
 図書館では、内ようが古くなったりいたんでしまった本、 

 ほぞん期間のすぎたざっしをむりょうで配ります。 

 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こしください。 

 

 期間：３月５日（木）～なくなるまで 

 場所：かんなみ知恵の和館  

      エントランスホール 
 ※１人５さつまででおねがいします。 
 

※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。 


