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わすれたって、いいんだよ
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　☆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

おじいちゃんの大切な一日
重松 清／著

はまの ゆか／絵

 

 敬老の日は、社会のために長年はたらいてきたお年よりの方をうやま

い、長じゅをいわう日です。図書館１階では、家族をテーマにてんじを

行っています。     （てんじ期間：８月29日～９月23日） 

けいろう 

けいろう 

けいろう 

けいろう 

紙で作った手作りのお花も 

てんじしています。 

★さんこうにした本★ 

『おとなかわいいお花の 

 切り紙スタイルブック』 

 日本ペーパーアート協会／ 

 監修（せいきゅうきごう 754.9オ） 
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366.2シ

377.2キ

379.7ス須崎 恭彦／著

☆２階 YAとくべつてんじ　「進路になやんでいませんか？」

　自分に合った仕事って何だろう？
　どんな仕事があるのかな？
　しゅうしょく？進学？
などとなやんでいませんか？
　そこで、様々な仕事の本や進学に
ついての本、しょう学金について、
勉強ほうや集中するほうほうなどの
本を集めてみました。ぜひさんこう
にしてみてください！！

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

仕事のカタログ
2016-17年版

（自由国民社）

就職力で見抜く！
沈む大学伸びる大学

木村 誠／著

勉強に集中する方法

　９月21日は「世界アルツハイマー
デー」です。毎年９月は「世界アル
ツハイマー月間」として世界各国で
けい発活動が行われています。
　アルツハイマー病などのにんち
しょうはだれもがかかるかのうせい
のある身近な病気です。
　にんちしょうにかんする本を
集めましたので、この
きかいにぜひ手に取って
みてください。

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 作者

親の認知症に気づいたら
読む本

杉山 孝博／監修

認知症ケアこれならできる
50のヒント

奥村 典子／著
藤本 直規／著

ペコロスの母に
会いに行く

岡野 雄一／著

☆２階 ミニてんじ　「にんちしょうについて考えましょう」

 　　

　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
　(8/29～9/23)。　※てんじ中の本もかりることができます。

☆2階 とくしゅうてんじ　「日本のお祭り」

　日本にはゆうそうなお祭り、か
わったお祭り、長いでんとうを持っ
たお祭りなどいろいろなお祭りがあ
ります。
　そこで今月は、日本のお祭りにか
んする本を集めてみました。
　お祭りはちいきの人をつなぎ、か
こからみらいをつなぎます。
　秋には、函南町内の神社でもお祭
りがあります。ちょっとのぞいてみ
ませんか？

☆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

神輿大全 宮本 卯之助／監修

岡本太郎と日本の祭り 岡本 太郎／著

奇祭 杉岡 幸徳／著

とくしゅうてんじコーナーのお知らせ 



これならできる！自由研究 

 本物の本のような小物入れができて、子どもた

ちも「わぁ～！！」とよろこんでいました。だんボー

ルを切るのが大へんだったので、苦せんしていま

したが、その分できたときのよろこびも大きかった

ようです。 

 
 絵本の読み聞かせをしたり、

おばけのとび出すカードを作っ

たりしました。親子でわらい合っ

て楽しそうに作っていました！ 

 図書館のお仕事を体けんし

ました。本にフィルムカバーで

コーティングしたり、しおりを

作ったりしました。特に、しおり

作りは楽しそうにやっていまし

た♪ 

  「ペットボトルエレベーター」や「手

作りぼう遠きょう」など、自由研究のネ

タをいくつかしょうかいしました。そし

て、「ゾートロープ」という、せい止画を

回すと動いてみえるものをいっしょに

作りました。自由研究の宿題として家

でもやってみたいとこうひょうでした！ 

たくさんの方がさんかしてくれました。ありがとうございました☆ 



　

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） 

『時生』 
東野 圭吾／著 

講談社 

Ｆヒカ（２階小説文庫） 

『ちょっとだけ』 
瀧村 有子／作  

鈴木 永子/絵 

福音館書店 

Ｅス（１階開架） 

しょく員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！ 

図書館しょく員のオススメ本しょうかい 

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10月

※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） 

 ふぢの病でさいごをむかえようとしている息子を前に、宮本拓

実はわかかったころに出会った少年を思い出します。二十年い上

前、花やしきで出会った「トキオ」と名乗る少年。拓実はトキオ

とともに、行方不明となったこい人を追うことになります。 

  かこ・げんざい・みらいが交さし、拓実がさいごに発する言葉

には思わずニヤリとしてしまいます。 

  青春小せつでもあり、親子のきずなも感じられる、それでいて

エンタテイメント小せつのようにワクワクするてん開もあり、と

盛りだくさんの物語です。秋の夜長のおともにぜひ！    （S） 

 兄弟・姉妹がいる方や、お子さんがいる方は、きょう感すると

ころがあるかもしれません。 

 赤ちゃんがうまれて、ママは大いそがし。お姉さんになった

なっちゃんは、ママに甘えられず、少しさびしい気持ちになりな

がらも、ひとりでがんばります。でも、やっぱり〝ちょっとだ

け″ 甘えたくなったなっちゃん。さいごにママとなっちゃんが

〝ぎゅーっと″だき合うところで、心がぽっ！とあたたかくなる、

少しなみだが出るお話です。 

 なっちゃんが、少しずつお姉さんになろうとせい長していく姿

も、ほほえましく思います。     （M） 

 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
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平成27年9月


