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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階てんじは「さる」や「十二支」についての本をあつめました。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、このきかいに十二支について学んでみませんか？ 

１階とくべつてんじ 

～みんなのおすすめ本～ 
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1階てんじのしょくいんおすすめ本
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☆２階 ミニてんじ　「ジオパーク」

 　　

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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12/26～1/21)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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「だれからもかりてもらえなかった本」

☆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

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

☆２階ミニてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

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

畑野　栄三

☆２階 YAとくべつてんじ　「今日は何の日？　Part３」

☆２階ＹＡとくべつてんじのしょくいんオススメ本☆

タイトル 作者

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

とくしゅうてんじコーナーの 

                      お知らせ 

 2015年たくさんの本のかし出があり

ました。しかし！そんな中だれからも

かりられることのなかった悲しい本もあ

ります。 

 今回のてんじでは、そんな「だれに

もかりてもらえなかった本」を集めまし

た。取っつ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。

ちょっとか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、「かん心がない」のはもっ

たいないです。 

 2015年9月に世界かめいがほりゅうと

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、いっしょにおうえんし、もり上げ

ていきましょう。 

 こうひょうをいただきまして！今月

も引きつづき『今日は何の日？』とく

集をお送りします。 

 12月下じゅんから１月は毎日イベ

ントがもりだくさんのシーズンです。

家族とすごす時間がふえるこの時期、

みんながも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さがしに来

てください。    

 

函南町立図書館げん定！！  

「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！ 

 図書館豆知しきの部屋（第1回） 
～そうごたいしゃくって知っていますか？～ 

  函南町立図書館にない本

を県内の他の図書館（県外の

場合もある）からかりて、自館

でかし出・返きゃくをすること

です。 

Q そうごたいしゃくとは？ 

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

もいっしょに歌ってくれ

て、楽しそうでした。 

お家の人や友だちと、どう

すればキレイなもようがで

きるか、相談しながら作っ

ていました。 

Q 送りょうはかかるの？ 

 県内の図書館からかりる場合、

送りょうはかかりません。 

（※県内にない本を県外から

かりる場合は、送りょうが片道

分かかります。） 

Q 誰でも利用できるの？ 

 函南町に住んでいる人・通学して
いる人・通きんしている人のみのご

利用となります。 

（※他の市町の人は、住んでいる市

町の図書館でサービスを受けてく

ださい。） 

Q すぐに貸出できるの？ 

 まず、他の図書館からかりるかこう入するか、たん当のしょく員がけんとうします。他の図書館にかりることに

なった場合、他館にいらいし、他館から県立中央図書館をけい由して、函南町立図書館に配たつされます。 

 りよう者からいらいを受けてから、かし出しできるようになるまでは、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 

他館からかりる本が、いっせいに

集められ、それぞれの図書館にふ

り分けられます。 

体けんがたこうざで 
「万華鏡を作ってみよう」 

をやりました♪ 

～たくさんの方のさんか、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りようください！！ 



　

 世界いさんから先進てきなげん代け
んちくまで、タイトル通り『世界の夢
の図書館』が写真とかいせつつきで
しょうかいされています。ロココ調の
内そうが美しい世界いさんである「ザ
ンクト・ガレン修道院図書館」、げん
想図書館という別名でも有名な「王立
ポルトガル文学館」、本だなが天井か
らつるされちゅうにういている「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、ページをめくる
たびに、どきどきわくわくしてしまい
ます。 

 かく国かく時代のとく色あふれるた
てものに本がならんでいるさまはあっ
かんです。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  

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」でけんさく 

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。
ながめていると、まるで古いえいがを
コマ送りで見ているような気分になり
ます。ぶたいはふしぎな生き物が住む、
かくうの国。家族をのこして一人外国
に移民した男性が主人公。いずれは家
族をよびよせるため、言葉の通じない
国で仕事をさがし、少しずつ生活にな
れていく様子をたんねんにえがいてい
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。
実ざいの多くの移民や父親のたいけん
をもとにしていて、外国でのとまどい
とふあん、新生活へのきぼうが手に取
るように感じられます。大人から子ど
もまで読める本です。ぜひ一度この本
を開いてみてください。（Kｎ） 
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平成27年2月

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！ 

図書館しょく員の 

オススメ本しょうかい 

＊休館中の本のへんきゃくはブックポストをごり用ください。 


