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富士山を学び、考え、想いを寄せよう。 

２月２３日は富士山の日 

 2013年6月、富士山

が世界文化遺産に登録

されてから、もう３年

が経つんですね～! 

 

  ～富士山の日とは？～ 
 静岡・山梨県では、県民の皆さんが富士山について学び、考え、

想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことを期

する日として、2月23日を「富士山の日」とする条例を制定しまし

た。 

  今年は暖冬と言われ、富士山の

雪化粧は薄く、雪がほとんどない状

態が続いていました。それが一変し

て、大寒波に襲われ、富士山に大量

の雪が積もりましたね。 

 このように、富士山の様子をすぐ

に見ることができるのは、私たち静

岡県民ならではではないでしょうか。 

 そこで、富士山のことをもっと

知ってもらいたいと思い、今月の２

階ミニ展示では、富士山の本を集め

ました。 

富士山総合案内（富士山静岡ナビ）で検索

すると、イベント情報も載っています！ 

請求記号

Ｋ089.2カ

Ｋ089.2カ

Ｋ089.2ル

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

知られざる富士山

るるぶ富士山富士五湖
御殿場富士宮’16

上村　信太郎／著

甲斐　みのり／著

著者タイトル

電車でめぐる
富士山の旅



請求記号

Ｅラ

Ｅア

Ｅハ

 

請求記号

596.65ム

385.9ミ

596.65シ

請求記号

Ｆウメ

Ｆヒカ

784.6サ
佐倉　美穂／著
柳田　貴志／監修

☆２階 YA特別展示　「ウィンタースポーツ」

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

スキップ！！！ 梅村　崇／著

疾風ロンド 東野　圭吾／著

フィギュアスケート
はじめました。

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ケーキの世界 村山　なおこ／著

ラッピングの教科書 宮岡　宏会／著

チョコケーキとクッキー、
生チョコレートの本

下迫　綾美／著

☆２階 特集展示　「バレンタインデー」

 　　

　　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(1/23～2/21)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆１階 特集展示　「２月の食べ物」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

おにのめん 川端　誠／作

せつぶんのひの
おにいっか

青山　友美／作

チョコレートが
おいしいわけ

はんだ　のどか／作

特集展示コーナーのお知らせ 

 ２月の行事には、「せつぶん」や「バ

レンタインデー」があります。今回は、

この２つの行事にちなんだ本を集め

ました。 

 福豆は、いくつ食べていいか知っ

ていますか。かわいいチョコレートの

つくり方を知りたくないですか。 

 ご家族で２月の行事を 

楽しんでください。 

 

 ２月14日はバレンタインデーです。 

 日本の大きなイベントの一つですが、

いつから始まったのでしょうか？また、

他の国の人たちはどのように過ごすの

でしょうか？  

 バレンタインについて調べてみたり、

大好きな人を想って手作りチョコに挑戦

してみたり、大切な人への贈り物の包装

を素敵にアレンジしたり…。それぞれの

バレンタインデーを楽しく過ごしてみて

はいかがですか。 

 やっと冬らしい気候になってきまし

た。ウィンタースポーツのシーズンで

す！ 

 スキルアップを目指したい方、これ

から新しく挑戦したい方におすすめ

の本を集めてみました。 

 知識を深めて充実したウィンター 

スポーツライフを過ごしましょう！ 



著者 請求記号

滝口 悠生 Z906
（2階雑誌）

著者 請求記号

本谷 有希子
雑誌
所蔵無

著者 請求記号

青山 文平 Ｆアオ
（2階開架）

　タイトル 作品内容

「死んでいない者」

※文學界2015年12月号

子ども、孫、ひ孫たち、通夜の席に
集まった親戚たちが、故人の思い出
と共に一晩を過ごす。酒を飲み、温
泉に入り、故人を想って歌を歌う。
悲しみはあるがどこか晴れやかで楽
しく賑やかな夜を、次々とかわる視
点で追っていく。

タイトル 作品内容

「異類婚姻譚」

※群像2015年11月号

「ある日、自分の顔が旦那の顔と
そっくりになっていることに気が付
いた」という一文から始まる。他人
同士のはずなのに存在の境界が曖昧
になる夫婦の違和感について、寓話
的手法で描きだした夫婦奇譚。

タイトル 作品内容

「つまをめとらば」

女が映し出す男の無様、そして、真
価。太平の世に行き場を失い、人生
に惑う武家の男たち。身ひとつで生
きる女ならば、答えを知っていよう
か。時代小説の新旗手が贈る傑作武
家小説集。男の心に巣食う弱さを包
み込む、滋味あふれる物語、六篇を
収録。

第154回芥川賞・直木賞の選考会が１月19日に築地・新喜楽で開催され、決定しま

した。受賞作をお知らせします。 

 ※貸出中の場合はご予約できます（函南町内に在住・在学・在勤の方のみ） 

図書館職員のオススメ本紹介 

『ぼくを探しに』 

 シルヴァスタイン／作 

 倉橋 由美子／訳 

 講談社 

 所蔵場所： 

 ２階開架（726.6シ） 

 「何かが足りない それでぼくは楽しくない 足りない

かけらを 探しに行く」 

 主人公のぼくは不完全な丸い形をしており、完全な丸い

形になるために自分の欠片を探し求めています。なかなか

自分に合う欠片が見つかりませんでしたが、とうとう自分

にぴったり合った欠片を見つけます。しかし、せっかく完

全な形になったにもかかわらず、何だか様子がおかしい…。 

 自分探しの旅というのは誰しも一度は経験するのではな

いでしょうか。この絵本の結末は色々と考えさせられ、お

そらく読む人によって受ける印象は違うと思います。 

 函南町立図書館には原作の英語版と日本語訳版の両方が

あります。英語も一文一文が短くて読みやすいので、ぜひ

英語版と日本語訳版で読み比べてみてください。  

                     （Ｍ.Ｏ） 

  

『The missing piece』 

 Shel Silverstein／作 

 Harper Collins Publishers  

 所蔵場所： 

 キッズルーム（Ｇ726Ｓ） 



　

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） 

  2/7（日）は13：00から開館します。 

       開館時間変更＆休館のお知らせ 
２月７日（日）は13：00～開館します。 
                                                                  

 ●２月７日（日）に函南町駅伝大会が開催されます。駅伝大会のゴールが函南町文化 

   センターになっており、駐車場が確保できないことや、知恵の和館への来館者の安全 

   確保が困難になるため、かんなみ知恵の和館の開館時間を変更させていただきます。 
 

２月２２日（月）～３月２日（水）は蔵書点検のため 
休館します。 
                                                                  

 ●休館中はブックポストをご利用ください。ブックポストは、知恵の和館入口左側にありま 

   す。ただし、ＣＤ・ＤＶＤ、大型絵本、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤの付録がついた本や雑誌、 

   他の図書館から借受した本はブックポストではなく、３月３日（木）以降に直接カウン 

   ターに返却してください。 

 ●休館中もホームページから蔵書検索、資料の予約、貸出延長を行うことが 

   できますが、資料などの受け取りは３月３日（木）以降となります。  
  

      ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。  

本・雑誌のリサイクル市を行います 
 図書館では、内容が古くなったり傷んでしまったりして破棄する本、 

 保存期限の過ぎた雑誌を無料で配布します。 

 期間中にかんなみ知恵の和館エントランスホールまでお越しください。 

 期間：３月３日（木）～無くなり次第終了 

 場所：かんなみ知恵の和館エントランスホール  

  ※１人５冊まででお願いします。 

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28年2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 30 31

平成28年3月


