
順位 順位

順位

順位

順位

順位

1
クロワッサン

マガジンハウス／出版

1
るるぶ伊豆　'14～'15

JTBパブリッシング／出版 [ＤＶＤ]
書名／出版社

[雑誌]
1

となりのトトロ
書名／出版社 宮﨑 駿／原作・脚本・監督

村上海賊の娘　下巻
和田 竜／著 [ＣＤ]

書名／出版社

[地域資料]
1

よいこのどうようベスト
書名／出版社 森 みゆき［ほか］／うた

3

永遠の０
3

11ぴきのねこ　ふくろのなか
百田 尚樹／著 馬場 のぼる／著

ホテルローヤル
ウォルター・ウィック／写真

村上海賊の娘　上巻
5

かいけつゾロリのじごくりょこう
和田 竜／著 原 ゆたか／作

4
ミッケ！７

桜木 紫乃／著

2
夢幻花

2
ミッケ！６

東野 圭吾／著 ウォルター・ウィック／写真

1
祈りの幕が下りる時

1
ミッケ！８

東野 圭吾／著 ウォルター・ウィック／写真

　２０１５年４月号　　　　　　　　　Ｎｏ．１３

    　　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

[一般書] [児童書]
書名／著者名 書名／著者名

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）   

開くとこんな 

  かんじです！ 

今後は図書館や学校・ 

幼稚園などで活用します。 

ありがとう 

ございました！ 

（画面サイズ）

57.3×40.8ｃｍ 

大型の紙芝居 

   専用 

もっと詳しいランキングを知りたい方は 

図書館の掲示をご覧ください。 
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1 

1 

1 

1 

函南小学校福祉委員さんから大型紙芝居 

の舞台を寄贈していただきました。 

函南小学校 

アルミ缶回収の

活動が紙芝居の

舞台に変身！ 



請求記号

933.7ハ

627.7マ

499.87サ


 請求記号

186.8ウ

754.9カ

718ニ

仏像の切り紙
手づくりで楽しむ、ありがたい造形

上河内 美和／著

にっぽん心の仏像１００選 上
NHK「にっぽん心の仏
像」プロジェクト／編

●２階　地域ミニ展示「仏像」●

　平成２０年３月に桑原薬師堂の仏像群が、桑
原区から函南町に寄付されました。このことを
きっかけに、貴重な文化財を後世に保存継承す
るとともに、多くの方が鑑賞し、学ぶことがで
きる施設として「かんなみ仏の里美術館」は開
館しました。
　仏像についての造詣を深め、函南町の文化財
をもっと身近に感じてみませんか？

☆２階地域ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

仏像のふしぎ 瓜生 中／著

『秘密の花園』ノート 梨木 香歩／著

多肉植物図鑑 松山 美紗／著

３６６日のアロマテラ
ピー・レシピ

佐々木 薫／著

◇ 4月 特集展示コーナーのお知らせ ◇

●２階特集展示「はじめてみませんか～家庭菜園編～」●

　春は植物が彩り、やる気に満ち溢れる季節で
す。家庭菜園やガーデニングを始めるにも、今
が最適です！
　植物に関する本に触れたら、何かはじめたく
てウズウズしてきませんか？

☆２階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

植物に関する 

春のイベントカレンダーを 

展示しています！ 

「無限の闇が広がる夜が明けると、前の日にはなかった 

色や形が生まれている。どこから生まれたのかと思う」 

『ターシャが愛した花の名前』ｐ117より 



請求記号

596ハ

Ｅス

Ｅオ

請求記号

Ｆアサ

Ｆオヤ

783.1キ

★１階 特集展示「この春のはじめて」★

　４月は、入園・入学・進学…新し
いお友達や新しい環境、わくわくや
ドキドキがとまりませんね。
　新たなはじまりと共に、今まで出
来なかった事や挑戦したかった事を
この春からはじめてみましょう！

☆１階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

はじめてのクッキング！
さくさくとんとん切る料理

寺西 恵里子／著

はじめておぼえるえいごで
えじてん

カーリー・スタイルマン
／作

小山田 桐子／著

基本から戦術までよくわかる
女子バスケットボール 村松 啓三／監修

一年生になるんだもん 角野 栄子／文

★２階 YA展示「Let's enjoy 部活動」★

　学生生活をよりよいものにするた
めにも、部活動選びは大切です。
　今月は「Let's enjoy 部活動」を
テーマに、定番の部活動や、定番で
はないけれど興味深い部活動の本を
集めました。
　ぜひ手にとって読んでみて下さ
い！

☆２階ＹＡ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

チア男子！！ 朝井 リョウ／著

将棋ボーイズ

職員が本気でオススメしたい本、本当は内緒にしておきたい本を紹介します！ 

 1冊の本との出会いが今の自分につながっている。

そんな経験をした人、きっといるでしょう。 

 「上のすみれと下のすみれは、会うことがあるの

かしら。おたがいに知っているのかしら。」毎年、

春になるともみじの古木にある二つの幹に、それぞ

れ可憐な花を咲かせるすみれを見て、千恵子はそう

思った。 

  

『古都』 

 川端 康成／著 

 新潮社（新潮文庫）  

 所蔵場所： 

 小説文庫（Fカワ） 
 

 何不自由なく呉服問屋の娘として育った千恵子が祇園祭の夜に出会った自分にそっくりな少

女・苗子は、幼いころに生き別れた双子の姉妹でした。 

 京都の四季のうつろいを美しく繊細なタッチで描きながら、二人の少女の心の葛藤を描くこ

の作品を読み、当時小学校5年生だった私は、「日本語はこんなにも美しい言葉なんだ」と感

動し、もっとたくさんの本を読んでみたい、本に囲まれた仕事をしたいと将来を夢見るように

なりました。 

 『古都』は山口百恵の引退記念として映画化された作品でもあります。文豪・川端康成とい

えば『伊豆の踊子』や『雪国』が有名ですが、こちらの作品も、ぜひ読んでみてください。 

（ｍｋ） 

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） 

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

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5月

４月２３日は「子ども読書の日」です。そして、４月２３日から５月１２

日までの３週間は「こどもの読書週間」とされています。図書館ではこの

「子ども読書の日」と「こどもの読書週間」にちなんでイベントを開催し

ます。 
 

 しおり・ブックカバー 

 のプレゼント 
 4/19（日）～5/12（火） 

 函南町立図書館1階・2階で 

「こどもの読書週間」デザインの 

 しおりとブックカバーを 

 プレゼントします！ 

 「こどもの読書週間」は1959年（昭和34年）に始まりました。第１回は４月27日～５月10日の期間で

行われ、しおりを作成して東京都内の書店やデパートで配布したそうです。 

 2000年の「こども読書年」を機に、現在の４月23日～５月12日の約３週間になりました。2001年12月

に公布・施行の「子ども読書活動推進法」により４月23日が「子ども読書の日」と制定され、毎年各地

でさまざまなイベントが行われています。 

 アンデルセンの誕生日である４月２日は「国際子どもの本の日」、また４月23日は親しい人に本を贈

る記念日である「サン・ジョルディの日」としても知られています。４月から５月にかけては本に関係

する日も多いので、この機会にお子さんはもちろんのこと、大人の方も本に親しんでみませんか？ 

自分だけのしおり・ 

ブックカバーを作ろう 
4/19（日）14：00～15：30 
場所：函南町立図書館 2階研修室 

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴） 

定員：15人（先着順） 

※図書館カウンターまたは電話で 

 お申し込みください。 


