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１２月の「クリスマスツリーにかざろう」で 

みんながおすすめしてくれた本を集めました。 

ぜひ、みんなのおすすめ本を読んでみましょう！ 

（場所：こども図書館入口） 

 ２０１６年は「さる年」です。 

 １月の１階展示は「さる」や「十二支」についての本を集めました。いろいろ

な「さる」が出てくるおはなしを楽しんでください。また、十二支をよく知らな

い人も、この機会に十二支について学んでみませんか？ 

１階特別展示 

～みんなのおすすめ本～ 

タイトル 著者 請求記号

なんてかいてあるの？
リンデルト・クロムハウト／作
アンネマリー・ファン・ハーリン
ゲン／絵

Eハ

ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 Eオ

さるじぞう
鈴木　喜代春／文
北島　新平／絵

Eキ

1階展示の職員おすすめ本



請求記号

648.2ロ

K450サ

019.9イ

 

請求記号

KG450K

456モ

K291ホ

請求記号

491ヨ

588サ

387二

☆２階 ミニ展示　「ジオパーク」

☆2階 特集展示　「誰からも借りてもらえなかった本」

畑野　栄三

☆２階 YA特別展示　「今日は何の日？　Part３」

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

バカなおとなにならない脳 養老　孟司

こどものためのお酒入門 山同　敦子

日本のお守り

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

伊豆の大地の物語
（英語版）

小山　真人

地層のきほん 目代　邦康

冒険半島伊豆へようこそ！
伊豆半島ジオパーク
推進協議会

 　　

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(12/26～1/21)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

豚肉の歴史
キャサリン・
M.ロジャーズ

THE DEEP SEA 東海大学海洋学部

乙女の読書道 池澤　春菜

特集展示コーナーのお知らせ 

 2015年たくさんの本の貸出がありま

した。しかし！そんな中誰からも借りら

れることのなかった悲しい本もあります。 

 今回の展示では、そんな「誰にも借

りてもらえなかった本」を集めました。

取っ付きにくい感じがあっても、読ん

でみたら面白いかもしれません。

ちょっと借りて読んでみませんか？ 

 あなたは伊豆半島ジオパークのことを

知っていますか？一番近くにあるジオ

パークなのに、「関心がない」のはもった

いないです。 

 2015年9月に世界加盟が保留となって

しまいましたが、今からでも勉強する時間

があるということです。こんな時だからこそ、

一緒に応援し、盛り上げていきましょう。 

 好評をいただきまして！今月も引

き続き『今日は何の日？』特集をお

送りします。 

 12月下旬から１月は毎日イベント

が盛りだくさんのシーズンです。家

族と過ごす時間が増えるこの時期、

みんなが盛り上がる話題のタネとな

りそうな本を集めました。 

 今日はどんな日かぜひ探しに来て

ください。   

 

函南町立図書館限定！！  

「伊豆半島ジオパークすごろく」 で遊べます♪  

読んでおくれ～ 



さきいかシスターズによる 

 おはなし会スペシャル 

「ブラックパネルシアター」 

がありました！ 

 図書館豆知識の部屋（第1回） 
～相互貸借って知っていますか？～ 

 相互貸借とは、自館にない

本を県内の他の図書館（県外

の場合もある）から借り受けて、

自館で貸出・返却をすること

です。 

Q 相互貸借とは？ 

部屋を暗くしたら、絵

が光ってキレイでし

た！おはなしの歌に

合わせて、子どもたち

も一緒に歌ってくれて、

楽しそうでした。 

お家の人や友だちと、どう

すればキレイな模様がで

きるか、相談しながら作っ

ていました。 

Q 送料はかかるの？ 

 県内の図書館から借り受ける

場合、送料はかかりません。 

（※県内にない本を県外から借り

受ける場合は、送料が片道分か

かります。） 

Q 誰でも利用できるの？ 

 函南町在住・在勤・在学の方のみ

のご利用となります。 

（※他の市町の方は、在住の市町

図書館でも同様のサービスを行っ

ておりますので、そちらでお申し込

みください。） 

Q すぐに貸出できるの？ 

 まず、他館から借り受けるか購入するか、担当の職員が検討します。他館から借り受けることになった

場合、他館に依頼し、他館から県立中央図書館を経由して、自館に配達されます。 

 依頼を受けてから貸出可能になるまでは、早くても２、３週間はかかります。 

県立中央図書館 

函南町立図書館 

   （自館） 県内の他館 

借り受けの本が一斉に集められ、

各図書館に振り分けられます。 

体験型講座で 

「万華鏡を作ってみよう」 

をやりました♪ 

～たくさんの方のご参加、ありがとうございました～ 

12/20にわくわくまつりがありました☆ 

近くの図書館にないから．．．と、あきらめずに、 

ぜひ、このようなサービスをご利用ください！！ 



　

 世界遺産から先進的な現代建築まで、
タイトル通り『世界の夢の図書館』が
写真と解説付きで紹介されています。
ロココ調の内装が美しい世界遺産であ
る「ザンクト・ガレン修道院図書館」、
幻想図書館という別名でも有名な「王
立ポルトガル文学館」、書架が天井か
ら吊るされ宙に浮いている「バスコン
セロス図書館」・・・次はどんな図書館が
出てくるのかと、ページを捲るたびに、
どきどきわくわくしてしまいます。 

 各国各時代の特色溢れる建物に本が
並んでいる様は圧巻です。この本を開
いて、世界の図書館を旅してみません
か？（ま） 

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） 

『世界の夢の図書館』 
 エクスナレッジ 

 010.2セ（2階開架） 

『アライバル』 
 ショーン・タン／著  

 河出書房新社 

 726.6タ（2階開架） 

 文字は一切なく、絵だけで語られる
物語で、セピア色の美しい絵本です。
眺めていると、まるで古い無声映画を
コマ送りで見ているような気分になり
ます。 

 舞台は不思議な生き物が住む架空の
国。妻子を残して一人異国に移民した
男性が主人公。いずれは家族を呼び寄
せるため、言葉の通じない国で仕事を
探し、少しずつ生活に慣れていく様子
を丹念に描いています。 

 作者のショーン・タンは、父親がマ
レーシアからオーストラリアに移民し
てきたという移民２世でもあります。
実在の多くの移民や父親の体験が反映
されており、異国でのとまどいと不安、
新生活への希望が詳細に感じられます。
大人から子どもまで年齢を問わず読め
る本です。ぜひ手に取ってみてくださ
い。（Kｎ） 

 

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28年1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

平成27年2月

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！ 


