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３月の２階特集てんじは『ぼうさい』です！ 
きけんか安全か、どの

じょうほうを信じるの

か、自分ではんだん

をして行動できるよう

に知しきを深めよう！ 

東日本大しんさい

のひさい地には、

今もまだペット達が

とり残されているん

だ。きん急時ペット

達をどうするのかも

考えておこう！ 

請求記号

369.3カ

Ｋ319カ

369.3ク

☆２階特集てんじのしょくいんオススメ本☆

おかあさんと子どものための
防災＆非常時ごはんブック

草野 かおる／著
木原 実／監修

函南町　防災マップ

河田 惠昭／著
ＧＫ京都／編集

函南町

タイトル

にげましょう　特別編
災害でいのちをなくさないために

著者



請求記号

Ｅヤ

386キ

596キ

請求記号

Ｋ291ホ

455.1 シ

Ｋ450コ

請求記号

Ｆシケ

159シ

371カ

☆２階 ちいきてんじ　「ジオパーク」

 3月 特集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(3/5～3/26)。

         ※てんじ中の本もかりることができます。

☆１階 特集てんじ　「お花見」

　３月２７日は、「３(さ)×９(く)
＝２７」のごろ合わせでさくらの日
なのだそうです。
　お花見やさくらの花など春にかん
するお話・工作・りょうりの本など
お花見を家の中でも外でも楽しめる
本をいろいろとあつめました。
　それぞれのお花見を楽しんでみて
はいかがでしょうか？

☆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 かいた人

おばけの花見
内田 麟太郎／作
山本 孝／絵

４月のえほん 長谷川 康男／監修

きせつの行事りょうり

　伊豆半島ジオパークは平成24年９
月に日本ジオパークネットワークに
かめいがみとめられました。平成26
年12月にせかいジオパークネット
ワーク(ＧＧＮ)にかめいしんせいを
しており、平成27年９月にとおるか
どうかが決定します。
　丹那断層や柏谷横穴など、伊豆半
島ジオパークのジオサイト(見学ば
しょ)は函南町にもあります。この
きかいに伊豆半島やジオパークにつ
いて学んでみませんか？

☆２階ちいきてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル かいた人

冒険半島伊豆へようこそ！
伊豆半島ジオパーク推

進協議会／監修

ジオパークを楽しむ本
全国地質調査業協会連

合会(他)／共編

伊豆の大地の物語 小山 真人／著

金子 由美子／著
橋本 早苗／著

☆２階 ＹＡてんじ　「たび立ちと出会いの春」

　春は出会いとわかれのきせつです。
そつぎょうや入学、しんきゅう、しゅ
うしょく・・・。
今月は新たなステップへすすむときに
オススメの本をてんじしています。
　ぜひ手にとってみてください！

タイトル 著者

卒業ホームラン 重松 清／著

女子の国はいつも内戦 辛酸 なめ子／著

みんなのノート



 ２月23日（月）から３月４日（水）まで図書とくべつ整理期間として休館し、 

 ぞう書点けんを行いました。みなさまにはごふべんをおかけしました。 

 「ぞう書点けん」では一体どんなことをしているのかごしょうかいします。 
 

！が出たら 

カウンターへ！ 

赤字はかしだしを

できていません。 

カウンターへ！ 

 ぞう書点けんとは、図書館のしょぞう

しりょう（やく11万さつ）すべてを点け

んし、なくなっている本がないか調べる

作業のことです。かんたんに言うと本の

たなおろしのことです。じっさいに本だ

なにある本を1点ずつきかいで読み取り、

かしだしきろくと合っているかをかくに

んします。同時に、こわれている本やま

ちがった場所にある本がないかをさがし

たり、古くなってしまった本をぬいたり

します。今までよりわかりやすい場所に

本をならびかえたり、けいじぶつをふや

したりもします。またそのほか、ふだん

できない作業を集中して行います。 

  

  
 図書館によってはぞう書点けんのことを「曝書（ばくしょ）」とよぶところもあります。「ばく

しょ」とは古いことばで書物の虫ぼしのことです。書物を虫やカビから守るために、夏の土用（立

秋の前十八日間）の晴天の日をえらんで行っていました。虫ぼしをしながら書物の点けんもしたこ

とから、そのなごりとしてぞう書点けんを「ばくしょ」とよんでいます。げんざいのぞう書点けん

は夏とはかぎらず、りよう者の少ない時期をえらんで行っています。 
 

このきかいで・・・ 

本を1点ずつ読み取り・・・ 

ＰＣでしょぞうじょうきょう 

 と てらし合わせます！ 

・自動かしだしきの画面で「！」マークが出た。 

・自動かしだしきのかしだしタイトルが出る 

 画面で、赤字の数字が出ている。 

・かりるさつ数ときかいが読み取ったさつ数が 

 ちがう。 

・りよう者カードに記入されていない本が 

 手元にある。 

・図書館入口のゲートで音が鳴った。……など。 

 こんな場合は自動かしだしきでかしだしが 

 上手くできていないことがあります。 

 カウンターでのかくにんをおねがいします。 
 



　

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） 

しょくいんが本気でオススメしたい本、本当は内しょにしておきたい本をしょうかいします！ 

兄は泉水、弟は春。やさしい父、うつくしい母。家族にはかこにつらい出来事が

あった。そのきおくをかかえて兄弟が大人になったころ、じけんははじまる。れん

ぞくほうか、かじをよけんするかのようなナゾのグラフィティアート。そして、そのグ

ラフィティアートといでんしのルールのきみょうなリンク。なぞときにのり出した泉

水がちょくめんするしんじつとは。       

 この本はミステリーのカテゴリーにぞくしていますが、どちらかというと家族愛を

メインテーマにしたじゅん文学なのではないかと思われます。ですが、家族愛が

びかしすぎることなくえがかれています。 

 この本を読んでいると、家族とは何か、正義とは何か、いろいろな日じょうにあ

るせんたくしや考え、ぎもんなどをといかけられます。読んだ後のさわやかさと静

かな感動。まさに心がじんわりとします。一度だけでなく何度も読む事で、さらな

る感動を体験する事が出来る作品になっていますので、 

ぜひ読んでみてください。 

 映画もありますが、まずは本から 

読む事をおすすめします。（Ｌ） 

 かの有名などくさい者アドルフ・ヒトラー。かれの子ども時代を想ぞうしてみたこ

とがあるだろうか。日々ほうどうされるはんざい者の過去のきょうぐうを、「家庭かん

きょうがれつ悪だったのだろう」とあんいに考えてはいないか。かれらは決して、

私たちには全く想ぞうもつかないようなきょうぐうに育った『かい物』などではない。 

 加害者の過去はひ害者である。良い親やりっぱな教しが、しつけと教育の名の

もとに子どもをきずつけ、人間せいをはかいし、しはいよくを満たしてきた。教育

の名を借りたぼう力は、子どものたましいを粉々に打ちくだく。いずれ社会はその

ふくしゅうを受けずにはすまない。 

 本書にえがかれているはんざい者のようにはならずとも、子どもたちはゆがみを

かかえて生きていくしかない。ポーランドのせい神分せき家アリス・ミラーが、教育

のぼう力せいと非人間せいをようしゃなくえがいた一さつ。教育にたずさわる人、

自分がなぜ苦しいのかわからない人におすすめです。（Ｋ） 

 

『魂の殺人 親は子どもに 

何をしたのか』 

アリス・ミラー／著 

新曜社 

所蔵場所： 

 ２階開架（146.1ミ） 

『重力ピエロ』 

伊坂幸太郎／著 

新潮社 

所蔵場所： 

 ２階開架（Ｆイサ） 

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

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27年4月

図書館しょくいんのオススメ本しょうかい 


