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富士山を学び、考え、想いをよせよう。 

２月２３日は富士山の日 

 2013年6月、富士山

が世界文化いさんに登

ろくされてから、もう

３年がたつんですね～! 

 

  ～富士山の日とは？～ 
 静岡（しずおか）県と山梨（やまなし）県では、県みんのみなさ

んが富士山について学び、考え、想いをよせ、富士山憲章の理ねん

にもとづき、後世に引きつぐことを期する日として、2月23日を

「富士山の日」とするじょうれいをせい定しました。 

  今年はだん冬と言われ、富士山の雪

げしょうはうすく、雪がほとんどない

じょうたいがつづいていました。それ

がいっぺんして、大寒波におそわれ、

富士山にたくさんの雪がつもりました

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、私たちしずお

か県みん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

てんじでは、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！ 
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☆２階ミニてんじのしょくいんオススメ本☆
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☆２階 とくしゅうてんじ　「バレンタインデー」

 　　

　　　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(1/23～2/21)。※てんじ中の本もかりることができます。

☆１階 とくしゅうてんじ　「２月の食べ物」

☆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

☆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

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

佐倉　美穂／著
柳田　貴志／監修

☆２階 YAとくべつてんじ　「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。

とくしゅうてんじコーナー 

    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すごすの

でしょうか？  

 バレンタインについて調べてみたり、

大すきな人を想って手作りチョコにちょ

うせんしてみたり、大切な人へのおくり

物のほうそうをすてきにアレンジしたり…。

それぞれのバレンタインデーを楽しくす

ごしてみてはいかがですか。 

 やっと冬らしい気こうになってきま

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

から新しくちょうせんしたい方におす

すめの本を集めてみました。 

 知しきを深めてじゅう実したウィン

タースポーツライフをすごしましょ

う！ 
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2015年11月号

「ある日、自分の顔がだんなの顔と
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
どうしのはずなのにそんざいのきょ
う界があいまいになるふうふのい和
感について、ぐう話てき手ほうでえ
がきだしたふうふきたん。

タイトル 作品内容

「つまをめとらば」

女がうつし出す男のむざま、そし
て、真か。太平の世に行き場をうし
ない、人生にまどうぶ家の男たち。
身ひとつで生きる女ならば、答えを
知っていようか。時代小せつの新き
手がおくるけっ作ぶ家小せつ集。男
の心にす食う弱さをつつみこむ、じ
味あふれる物語、六へんをしゅうろ
く。

　タイトル 作品内容

「死
し

んでいない者
もの

」

※文學界
ぶんがくかい

2015年12月号

子ども、まご、ひまごたち、通夜の
せきに集まった親せきたちが、こ人
の思い出とともに一ばんをすごす。
酒を飲み、温せんに入り、こ人を
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にぎやかな夜
を、次々とかわるし点で追ってい
く。

タイトル 作品内容

第154回芥川賞（あくたがわしょう）・直木賞（なおきしょう）のせん考会が１月19日に築地

（つきじ）・新喜楽（しんきらく）で開かれ、決定しました。受しょう作をお知らせします。 

※かし出中の場合はごよやくできます（函南町内にざい住・ざい学・ざいきんの方のみ） 

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 さがしに行く」 

 主人公のぼくはふかん全な丸い形をしており、かん全な丸い

形になるために自分のかけらをさがしもとめています。なかな

か自分に合うかけらが見つかりませんでしたが、とうとう自分

にぴったり合ったかけらを見つけます。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…。 

 自分さがしの旅というのはだれしも一度はけいけんするので

はないでしょうか。この絵本のけつまつはいろいろと考えさせ

られ、おそらく読む人によって受けるいんしょうはちがうと思

います。 

 かん南町立図書館には原作のえいごばんと日本語やくばんの

両方があります。えいごも一文一文が短くて読みやすいので、

ぜひえいごばんと日本語やくばんで読みくらべてみてください。 

                     （Ｍ.Ｏ） 

  

『The missing piece』 

 Shel Silverstein／作 

 Harper Collins Publishers  

 所蔵場所： 

 キッズルーム（Ｇ726Ｓ） 

しょくいんが本気でオススメしたい本、本当はないしょにしておきたい本をしょうかいします！ 

あくたがわ   しょう          なおき     しょう 



　

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  

＊休館中の本の返きゃくはブックポストをごり用ください。 

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） 

  2/7（日）は13：00から開館します。 

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

       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さいされます。駅伝大会のゴールが函南町文化 
   センターになっており、ちゅう車場が使用できないことや、知恵の和館への来館者の安全 
   かくほがむずかしいため、かんなみ知恵の和館の開館時間をへんこうさせていただきます。 
 

２月２２日（月）～３月２日（水）はぞう書点けんの 
ため休館します。 
                                                                  

 ●休館中はブックポストをごりようください。ブックポストは、知恵の和館入口左がわに 
  あります。ただし、ＣＤ・ＤＶＤ、大がた絵本、紙しばい、ＣＤ・ＤＶＤのふろくがつ 
   いた本やざっし、他の図書館からとりよせた本はブックポストではなく、３月３日（木） 

  いこうにちょくせつカウンターに返きゃくしてください。 
 ●休館中もホームページからぞう書けんさく、しりょうのよやく、かしだし 
   えんちょうをおこなうことができますが、しりょうなどの受け取りは３月 
   ３日（木）いこうとなります。  

  ごめいわくをおかけしますが、ごきょう力おねがいいたします。  
 

本・ざっしのリサイクル市を行います 
 図書館では、内ようが古くなったりいたんでしまったりしてはいきする本、 

 ほぞん期限のすぎたざっしをむりょうではいふします。 

 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こしください。 

 期間：３月３日（木）～なくなり次第終りょう 

 場所：かんなみ知恵の和館エントランスホール  

  ※１人５さつまででおねがいします。 

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 30 31

平成28年3月


