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自由研究 
  

 もうすぐ楽しい楽しい夏休み！！たくさん遊びたーい！ 

 のはずが、宿題がたくさん…。ついつい「あとでいいや！」と後回しにして

しまって、夏休み最後になって、焦ってしまう人はいませんか？ 

 特に『自由研究』は、何をやればいいのか分からなくて、ぜんぜん進まな

いこともあるかと思います。そんな時、図書館に来てみませんか？ 

 ７月・８月は、１階で自由研究についての展示をしています。 

 実験や調べること、工作、言葉遊びなど、いろいろなアイデアカードも用

意しました。やってみたい！これならできる！が見つかるかもしれません。 

◆７/３１（金） 

 『水生生物観察会』 
 町内の川で水生生物を観察してみませ

んか？ 

〈対象〉函南町在住の小学４年生～６年生 

※申込用紙に記入し、役場の環境衛生課

か、図書館のカウンターに提出してください。 

申込用紙は図書館あります。 

 

◆８月７日（金）10時～11時30分 

 『これならできる！自由研究』 
 自由研究のアイデアをいくつか紹介し、

そのアイデアの中から一つ実際に一緒に

やってみます。 

〈対象〉小学１年生～６年生 

     （１・２年生は保護者同伴） 

※申込は７月１５日（水）からできます。図書

館のカウンターまたは電話（979-8700）で

お申し込みください。 

～夏休みの自由研究イベント～ 
アイデアカードは 

２２種類あるよ。やってみたい

カードが見つかるかな？ 

やってみよう！！ 

他にも、夏休みにはいろいろなイベン

トがあるよ！詳しくは、イベントチラ

シを見てね。 

請求記号

407コ

R483ミ

750ヒ
作って遊んで大発見!

不思議おもちゃ工作
平林 浩/著

１階特別展示の職員オススメ本

タイトル 著者

子どもと楽しむ工作・実験・

自由研究レシピ

曽江 久美[ほか]

/執筆

水の生物
白山 義久[ほか]

/指導・執筆



請求記号

443フ

913イ

Ｅタ

 

請求記号

498.58ム

498.3フ

493.19ネ

請求記号

367.3カ

367.1シ

367.9ク
スーザン・クークリン
/著　浅尾 敦則/著

　☆２階 ミニ展示　「男女共同参画おすすめＢＯＯＫ１００」

　毎年６月２３日から２９日までの
１週間は、「男女共同参画週間」で
す。そこで図書館では、「男女共同
参画おすすめＢＯＯＫ１００」の展
示として、男女共同参画に関連する
本を１００冊そろえました。
　この機会に、男女共同参画社会
について考えてみましょう。

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

家族新聞
浅田 政志/写真
共同通信社/文

ジェンダー論をつかむ 千田 有紀[ほか]/著

カラフルなぼくら

　熱中症・夏バテなど、夏の病気を
予防するには日々の生活習慣が大切
です！
　食事・運動・睡眠など、夏の暮ら
しをサポートしてくれる本を集めま
した。
　猛暑に負けない習慣を学び、
かしこく夏をのりきり
ましょう！

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

甘酒ベジスムージー 村田 裕子/著

水と体の健康学 藤田 紘一郎/著

熱中症対策マニュアル 稲葉 裕/監修

☆２階 特集展示　「かしこく夏をのりきろう！」

 　　　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(6/27～7/23)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆１階 特集展示　「たなばた」

　７月７日は『七夕（たなばた）』
です。織り姫と彦星の物語や星に関
する本、七夕にちなんだ料理や工作
の本、織り姫に関連して伝統工芸の
本、彦星に関連して牛の本などを集
めました。ぜひ読んで見てくださ
い。また、こども図書館内に願い事
を書いた短冊を飾れるように『七夕
飾りコーナー』も設けてあります。
願い事を書いて貼ってみてくださ
い。

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

七夕星まつり 藤井 旭/著

七月七日はまほうの夜
石井 睦美/作
高橋 和枝/絵

ひ・み・つ たばた せいいち/作



貸出・返却・・・ 

読み聞かせ♪ 

本を棚に戻します！ 

読み聞かせ♪ 

 ５月27～29日に函南東中学校から三人、６月９

～12日に田方農業高校から一人、職場体験に来ま

した。 

 それぞれ、カウンターでの貸出・返却や、読み

聞かせ、本の検索やデータベースの調べ方など、

さまざまな体験をしてもらいました。 

 ７月のＹＡ展示コーナーでは６月の函南中学校生徒に引き続き、函南東中

学校生徒おすすめの本を展示しています。ブックリストや本を紹介するポッ

プも作ってくれましたので、ぜひＹＡ展示コーナーをご覧ください。 

『料理と栄養の科学』 
 渋川 祥子、 
 牧野 直子／監修 
 新星出版社 596リ 

『半分の月がのぼる空』 
      （1～4巻） 
 橋本 紡／著 
 文藝春秋 Ｆハシ 『日本の恐竜図鑑』 

 宇都宮 聡、 
 川崎 悟司／著 

築地書館 457.8ウ 

テーマ 

古生物・天文学 

テーマ 

世界の料理 

テーマ 

学園・青春 

 田農生が選んだ本は８月のＹＡ展示で 

 ご紹介します。 お楽しみに！ 

～力作のポップの一部をご紹介！～ 



　

夏休み課題図書の貸出について
　
　課題図書は利用の頻度が高いため、下記の期間中は、より多くの対象者の方に
ご利用いただけるよう、貸出方法を変更します。
　ご協力とご理解のほどよろしくお願いします。

対象図書
　・静岡県夏休み推薦図書
　・静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書
　・青少年読書感想文全国コンクール課題図書

対象期間 　7月1日（水）～8月30日（日）まで

対象者

　高校生までの子ども
　※多くの子どもが借りられるよう、
　　期間中は大人の方の貸出はご遠慮ください。
　　対象者ご本人の来館が必要になります。

貸出冊数
　1人1冊まで
　※自動貸出機は使用できません。
　　カウンターまでお持ちください。

貸出期限
 ８日以内
　※延長、予約はできません。

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 31

平成27年7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8月


