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 読書週間が始まったのは、戦争の傷痕が残る戦後すぐのことです。 

「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出

版社や書店、公共図書館、マスコミ機関によって開催され、後に10月27

日～11月9日（文化の日を中心にした２週間）と期間が定められました。 

 そこで図書館では、読書週間に合わせて、工作教室から読書ビンゴま

で、楽しいイベントを多数開催いたします。ぜひご参加ください。 
 

 ★詳しくは広報かんなみ10月号（10/15発行）をご覧ください。 

 10月2７日（火）～11月８日（日） 

 ○図書記録ビンゴ 

  本を読んでビンゴを完成させたら「手作りしおり」をプレゼント！ 

  ビンゴカードは図書館で配布します。対象は小学生。 

 ○本の帯＆読書郵便の展示 

  小学生が作成した本の帯や、中学生が作成した読書郵便を展示します。 

 ○しおり・ブックカバーのプレゼント 
  読書週間のデザインのしおりとブックカバーをプレゼントします。 
 

 

 

 11月３日（火・祝） 

 ○工作教室「スクラップブッキングを作ろう」（14時～15時30分） 

  オリジナルのスクラップブッキングを作って、思い出を形に残して 

  みませんか。事前申込必要。（10月15日から申込開始で、先着順） 

  対象は中学生～高校生。 
 

 

 11月７日（土） 

 ○おはなし会スペシャル ～あやとりマジック～（14時30分～15時） 
  手品についての本を紹介した後、あやとりを使った手品を一緒に 

  やってみます。申込不要。対象は小学生。（未就学児の親子も参加可） 

～読書週間ってなに？～ 

こんなしおりがもらえるよ♪ 



請求記号

724.3ウ

795シ

799イ
フラダンスの

はじめ
伊藤 彩子／著

タイトル 著者
イチバン親切な
油絵の教科書

上田 耕造／著

女性のための
囲碁の教科書

吉原 由香里／著

10月の２階地域特別展示は 
 

 10月３日（土）～11日（日）に、第47回函南町文化祭が開催されます。テーマは

『人の和で広げていこう文化の輪』です。 

 図書館では作品展示・芸能発表に関する資料やプログラムを展示し、文化の輪を広

げていきたいと思います。 

 芸術の秋到来です。まずは一番身近にある文化祭に行ってみましょう！ 
 

函南町文化祭 チャート 
 　　　　　　　　　　～2015～

番外編

START!!

体験鑑賞

美術館

YES

舞台

NO

鑑賞したい？体験したい？

あなたはどちら派ですか？

鑑賞するなら、

美術館？ 舞台？

時代劇が好きだ

函南町文化祭 チャート

～2015～

 

地域特別展示コーナーにある

函南町文化祭チャートを 

おためしください！ 
※各タイプの詳しい説明は、地域特別

展示コーナーをご覧ください。 

さらに！ 

そんなあなたに!! 

 函南町文化祭の会場は函南町

文化センターや西部コミュニ

ティーなどです。 

 各行事や会場がわかる詳しい

プログラムも地域特別展示コー

ナーで配布しています。 

 

タイプ別のおすすめ本も紹介しています！ 

たとえばこんな本をどうぞ。 



※展示中の本も借りることができます。

請求記号

145ト

725タ

Ｅア

請求記号

291.08ウ

706.9ス

498.58キ

請求記号

Ｆヒラ

Ｆヒカ

Ｆイケ

 　　　１０月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(9/26～10/22)。

☆１階 こども図書館　「トリックアート」

　10月10日は目の日です。
目ってどうやって見えているの
か知ってますか？
　不思議がいっぱいの目の本を
集めました！
　実際に体験できる展示もあり
ますので、ぜひ体験してみてく
ださい！また、秘密の階段がど
こかに隠れています。探して見
てください♪

☆１階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

トリックアートクイズ
北岡 明佳/監修

グループ・コロンブス/構成・
文

☆２階 YA特別展示　「ドラマ・映画の原作本を読もう！」

だまし絵の世界
北岡 明佳/監修

グループ・コロンブス/構成

ふしぎなさーかす 安野 光雅／作・絵

☆２階 特集展示　「秋といえば… ～十人十秋（色）楽しみましょう～」

　「秋」と聞いて、あなたはま
ず何を思い浮かべるでしょう
か？
　人によって、いろいろな秋が
あって、いろいろな楽しみかた
があります。いろいろな秋を楽
しんでもらうために、ハロウィ
ン・神無月・衣替え・紅葉狩
り・きのこ狩りなど、たくさん
の秋を集めてみました。興味の
ある秋を見つけてみて下さい。

☆２階展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

美しい日本の原風景 洋泉社/監修

おさんぽ美術館 杉浦 さやか/著

きのこで美腸！
レシピ61

牧野 直子/監修

　10月から秋の新ドラマが始ま
ります！「読書の秋」という事
で、ドラマを見る前に本を読ん
でみませんか？
　2015年に放送されたドラマや
映画の原作本も合わせて読んで
みて下さい。
　また、静岡県内でロケが行わ
れたドラマや映画の本も集めま
したので、ぜひ手に取ってみて
下さいね。

☆地域展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

幕が上がる 平田 オリザ/著

天空の蜂 東野 圭吾/著

下町ロケット 池井戸 潤/著



[児童書]
順位 順位

順位

順位

[ＣＤ] [ＤＶＤ]
順位 順位

　

中央公論社／出版

書名／出版社 書名／出版社

1
カンタン！あそびうた

1
ちびまる子ちゃん 「温泉に行こう!!」の巻

 King Record／出版  ポニーキャニオン／出版

5

函南町誌　中巻
4

オレンジページ
函南町誌編集委員会／編集 オレンジページ／出版

函南町誌　下巻
5

婦人公論
函南町誌編集委員会／編集

4
ぐるぐるマップEast vol.34

3
ゆうゆう

静岡新聞社／編集 主婦の友社／出版

マガジンハウス／出版

3
沼津・三島・富士雑貨屋＆カフェさんぽ

2
ＥＳＳＥ

ふじのくに倶楽部／著 フジテレビジョン／出版

1
函南町誌　上巻 [雑誌]

函南町誌編集委員会／編集 書名／出版社

2
沼津・三島・富士すてきな雑貨屋さん＆カフェ

1
クロワッサン

ふじのくに倶楽部／著

ウォルター・ウィック／写真

5
かいけつゾロリつかまる!!

[地域資料] 原 ゆたか／作・絵
書名／著者名

3

祈りの幕が下りる時
3

ちか100かいだてのいえ
東野 圭吾／著 いわい としお／作

村上海賊の娘　上巻
4

ミッケ！
和田 竜／著

2
銀翼のイカロス

2
ミッケ！２

池井戸 潤／著 ウォルター・ウィック／写真

[一般書]
書名／著者名 書名／著者名

1
虚ろな十字架

1
かいけつゾロリの大かいぞく

東野 圭吾／著 原 ゆたか／作・絵

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10月

（平成27年4月1日～平成27年9月30日） 

平成27年度 上半期人気図書ランキング 

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11月


