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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

バーをはったり、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年生はほご者同はん） 

● 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              

しょうかいし、実さいに１つせい作をします。 

「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回実し。希望日を選たくしてください。

●対象：小学１年生～６年生 

（１・２年生はほご者同はん） 

●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じゅうじつさせる 

楽しいイベントを多数開さいしています！ 

１階でて

んじもし

てるよ！ 
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☆２階 とくしゅうてんじ　「水について考えよう」

 　　

　　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(7/25～8/27)。※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　「おばけ」

　暑さも日々ましていき、本かくて
きな夏のきせつがやってきました。
　そんな暑さをふきとばす、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階とくしゅうてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

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

　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。
　このきかい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階とくしゅうてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

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

静岡県戦争遺跡
研究会／著

　　　☆２階 ミニてんじ　「戦後70年－平和をつなぐ－」

　1945年８月15日に日本は終戦をむ
かえました。
　終戦から70年をへて、世界上位の
「平和」な国と言われるようになっ
た日本。
　戦後どのようにふっこうし、今日
にいたったかを知るとともに、あら
ためて「戦争」と「平和」について
考えてみませんか？

☆２階ミニてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

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

とくしゅうてんじコーナーのお知らせ 



せいきゅう
きごう

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）とくべつてんじ　「田農生のおすすめ本」

　今年で高校野球の全国大会が100
しゅう年をむかえます。
　野球(スポーツ)をテーマに、しょ
くばたいけんで田方農業高校の生徒
さんがオススメの本をえらんでくれ
ましたので、ぜひお手にとって
ごらんになってください。

☆ＹＡとくべつてんじのオススメ本☆

タイトル 作者

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

図書館しょくいんのオススメ本しょうかい 

しょくいん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！  

 レシピ本をかりたけれども、読むだけでまんぞくしてしまい、

りょうりを作らなかったことはありませんか？ この本を読めば、

きっとりょうり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りょうり教室は、白

いかっぽう着を着た愛子（あいこ）先生がいとなむ、男子げん

ていのりょうり教室です。愛子先生のはんなりとした言葉は、

ふんわりとしたやさしい気持ちになり、りょうりがかんせいし

ていくにつれて、おなかが空いてきてしまいます。４人のりょ

うり教室に通う男性を通して、りょうり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。 

 話に出てくるりょうりのレシピがさいごにのっていて、私は

ごまどうふを作ってみました。自分の食べたいりょうりを自分

で作れる人は、なかなかいないかもしれません。ですが、りょ

うりは自分を幸せにできる一番かんたんなほうほうです。読み

やすく、読後に温かい気持ちになるおすすめの一さつです。 

                        （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／作 
 

文藝春秋  

文學界2月号けいさい 

Ｆマタ（2階開架） 

Z906（2階雑誌） 

 

『流（りゅう）』 
東山  彰良／作    
 

講談社 

Fヒカ（２階開架） 
 

※各ざっし・図書がかし出中の場合はご予約できます。（函南町内にざい住・ざい学・ざいきんの方のみ） 

『スクラップ・アンド・ビルド』 
羽田  圭介／作 
 

文學界3月号けいさい 

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

和だいこの鳴りひびく熱海の花火大会の夜、売れな

いまんざいしの徳永（とくなが）は先ぱい芸人の神

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、時にきょうき

をはらんでやりとりされる青春小説。又吉直樹のた

くみな言葉づかいがきわ立つデビュー作。 

以前に服薬自殺未すいを起こした八十七歳のそ父の

口ぐせは「死んでしまいたい」。あちこちいたいと

いうわりに案外健康上は問題もなく、そ父が望む死

はかん単には訪れない。無しょくの健斗はそ父の望

む苦しまない死のために、ゆるやかに体が弱るよう

に「足し算かいご」をしていく。 

1975年、わたしは17さいだった…。1970年代、

台湾をぶ台に、そ父の死のなぞをとく青春ぐんぞう

ミステリー。台湾から日本、そして中国へ。作者の

父をモデルとしてえが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


