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「夏休み子ども図書館体験 」 
●８月21日（金）10時～11時30分  

●対象：小学４年生～中学３年生 

●定員12名（先着順） 

●図書館の本と同じように自分の本へフィルムカ

バーを貼ったり、オリジナルのしおりを作ったり

します。 

「これならできる！自由研究」 
●８月７日（金）10時～11時30分  

●対象：小学１年生～６年生 

（１・２年生は保護者同伴） 

● 定員15名（先着順） 
●夏休みの自由研究のアイデアをいくつか              

紹介し、実際に１つ制作をします。 

「本型小物入れを作ってみよう」 

●８月９日（日）10時～11時30分  

●８月13日（木）14時～15時30分 

●８月18日（火）10時～11時30分 

計３回実施。希望日を選択してください。 

●対象：小学１年生～６年生 

（１・２年生は保護者同伴） 

●定員15名（先着順） 

●空き箱を使って本の形をした 

 小物入れを作ります。  

 

図書館では夏休みを充実させる 

楽しいイベントを多数開催しています！ 

１階で展

示もして

るよ！ 

 



請求記号

Ｅシ

Ｅコ

Ｅオ

 

請求記号

517ヨ

519サ

Ｆフル

請求記号

323.1タ

016.2ト

Ｋ390シ
静岡県戦争遺跡

研究会／著

　　　☆２階 ミニ展示　「戦後70年－平和をつなぐ－」

　1945年８月15日に日本は終戦を迎
えました。
　終戦から70年を経て、世界上位の
「平和」な国と言われるようになっ
た日本。
　戦後どのように復興し、今日に
至ったかを知るとともに、改めて
「戦争」と「平和」について考えて
みませんか？

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

中高生からの平和憲法
Ｑ＆Ａ

高田 健／著
舘 正彦／著

図書館は、国境をこえる
シャンティ国際

ボランティア会／編

静岡県の戦争遺跡を歩く

　８月１日は「水の日」、８月１日
からの１週間は「水の週間」です。
　この機会に身近な水について考え
てみましょう。
　水を使って夏を楽しむ本もご用意
してます！

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

水に流せない「水」の話 吉村 和就／著

知れば知るほど面白い
環境の雑学

佐々木 進市／著

快晴フライング 古内 一絵／著

☆２階 特集展示　「水について考えよう」

 　　

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(7/25～8/27)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆１階 特集展示　「おばけ」

　暑さも日々増していき、本格的な
夏の季節がやってきました。
　そんな暑さを吹きとばす、せすじ
がゾクッとするようなおばけが出て
くる、こわ～い話やようかいの本を
集めましたので、ぜひ読んでみてく
ださい。

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー／作
Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵

おばけやしきにおひっこし カズノ・コハラ／作

こんやはなんの
ぎょうれつ？

オームラ トモコ／作

特集展示コーナーのお知らせ 



請求記号

Ｆイケ

780タ

159.8コ
心を強くする

名指導者の言葉
ビジネス哲学
研究会／編著

☆YA（ヤングアダルト）特別展示　「田農生のおすすめ本」

　今年で高校野球の全国大会が100
周年を迎えます。
　野球(スポーツ)をテーマに、職場
体験で田方農業高校の生徒さんがオ
ススメの本を選んでくれましたの
で、ぜひお手にとってご覧になって
ください。

☆ＹＡ特別展示のオススメ本☆

タイトル 著者

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤／著

スポーツ科学の教科書
谷本 道哉／編著
石井 直方／監修

図書館職員のオススメ本紹介 

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！ 

 レシピ本を借りたけれども、読むだけで満足してしま

い、料理を作らなかったことはありませんか？ この本を

読めば、きっと料理を作りたくなるはずです！ 

 京都の路地にたたずむ古びた町屋長屋の料理教室は、

白い割烹着を着た愛子先生が営む、男子限定の料理教室

です。愛子先生のはんなりとした言葉は、ふんわりとし

た優しい気持ちになり、料理が完成していくにつれて、

お腹が空いてきてしまいます。４人の料理教室に通う男

性を通して、料理を作ることと食べることが生きること

だと学ぶことができます。 

 話に出てくる料理のレシピが最後に載っていて、私は

胡麻豆腐を作ってみました。自分の食べたい料理を自分

で作れる人は、なかなかいないかもしれません。ですが、

料理は自分を幸せにできる一番簡単な方法です。読みや

すく、読後に温かい気持ちになるおすすめの一冊です。 

                    （さ） 

『初恋料理教室』 

 藤野 恵美／著 

 ポプラ社 

 所蔵場所： 

 ２階開架（Ｆフシ） 



　

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） 

『火花』 
又吉  直樹／著 
 

文藝春秋  

文學界2月号掲載 

Ｆマタ（2階開架） 

Z906（2階雑誌） 

 

『流（りゅう）』 
東山  彰良／著    
 

講談社 

Fヒカ（２階開架） 
 

※各雑誌・図書が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） 

『スクラップ・アンド・ビルド』 
羽田  圭介／著 
 

文學界3月号掲載 

Z906（2階雑誌） 

 

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

和太鼓の鳴り響く熱海の花火大会の夜、売れない漫

才師の徳永は先輩芸人の神谷に出会う。二人の間で、

笑いとは何か、人生とは何か、ボケとツッコミを交

えながら、時に狂気を孕んでやりとりされる青春小

説。又吉直樹の巧みな言葉遣いが際立つデビュー作。 

以前に服薬自殺未遂を起こした八十七歳の祖父の口ぐせ

は「死んでしまいたい」。あちこち痛いというわりに案

外健康上は問題もなく、祖父が望む死は簡単には訪れな

い。無職の健斗は祖父の望む苦しまない死のために、緩

やかに体が弱るように「足し算介護」をしていく。 

1975年、わたしは17歳だった…。1970年代、

台湾を舞台に、祖父の死の謎を解く青春群像ミステ

リー。台湾から日本、そして中国へ。著者の父をモ

デルとして描かれた一家のルーツをめぐる物語。 

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9月


