
　

　２０１６年４月号　　　　　　　　　Ｎｏ．２５

    　　函南図書館だより
　発行：函南町立図書館
　住所：函南町上沢107番地の1
　TEL ：055-979-8700
  FAX ：055-979-8711

請求記号

Ｅタ

Ｅフ

Ｅワたまごがいっぱい
寺村　輝夫／原作

和歌山　静子／構成・絵

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

オムライス・ヘイ！ 武田　美穂／作

あっ、オオカミだ！ ステファニー・ブレイク／作

工作教室「豆本を作ってみよう」 
自分だけの豆本を作って本がどのようにできるの

か学びましょう。手のひらサイズの本を作ります。 

 日時：４月23日（土）14時～15時30分 

 場所：図書館 ２階研修室 

 対象：小学生（１・２年生は保護者同伴） 

 募集人数：15人（先着順） 

 持ち物：はさみ、のり、ものさし 

 申込み：図書館カウンターか電話で 

          お申込みください。 

 子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こどもの読書週間」

は1959年（昭和34年）にはじまりました。開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたち

に本を手渡すさまざまな行事が行われてきました。幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽し

みを知り、ものごとを正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なこ

とか…。子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、そ

れが「こどもの読書週間」です。   

「おはなし会スペシャル」 
絵本などの読み聞かせ、簡単な工作を行います。 

 日時：４月24日（日）14時～15時 

 場所：図書館 １階キッズルーム 

 対象：小学生（幼児は保護者同伴） 

※申込み不要です。直接会場へお越しください。 

「しおり・ブックカバーのプレゼント」 
「こどもの読書週間」のデザインがされた 

 しおりとブックカバーをプレゼントします。 

  期間：４月23日（土）～５月12日（木） 

  場所：図書館 １階、２階 

 

2016年 こどもの読書週間 

た の し 
そ 

う 

だ 
ね 
♪ 

 イースターはキリストの復活と、長い冬

が終わり春が来たことを祝うお祭りです。 

 イースターのシンボルである「たまご」

と「うさぎ」、そして春の本を集めました。 

 ぜひ楽しくあたたかい気持ちになってく

ださい。 



請求記号

545.8マ

210.76シ

778.8ウ

 

請求記号

493シ

493.93サ

493.76シ

請求記号

780.1エ

Ｆサカ

645.6カ

☆２階 地域特別展示　「発達障害」

 　　

　　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(３/26～４/21)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆2階 特集展示　「昭和をなつかしむ」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

懐かしくて新しい
昭和レトロ家電

増田　健一／著

昭和の暮らしで
写真回想法　1

鈴木　正典／監修

ウルトラマン画報
円谷プロダクション

／監修

☆２階地域特別展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

知ってほしい！子どもの
「こころの病気」２

佐々木　正美／監修

図解よくわかる発達障害の
子どもたち

榊原　洋一／著

大人の発達障害
＜アスペルガー症候群・ADHD

＞シーン別解決ブック
司馬　理英子／著

片野　ゆか／著

☆２階 ＹＡ特別展示　「部活動」

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

女子部活食 海老　久美子／著

夜の光 坂木　司／著

犬部！

特集展示コーナーのお知らせ 

「昭和」と聞くと何が思い浮かびます

か？ 

 ４月29日は「昭和の日」です。そこ

で今月は、昭和にちなんだ本を集めて

みました。 

 本を眺めて古い記憶を掘り起こした

り、若い世代の人たちに話したりする

ことは「脳活」にも良いそうですよ。 

 

 部活動は学生時代の貴重な経験の１

つです。野球部、バスケットボール部、

バレーボール部、吹奏楽部、美術部、

茶道部…。それぞれの学校に様々な部

活動があるかと思います。 

 今回のＹＡ特別展示では、そんな部

活動に関係した本を集めてみました。

ぜひ手にとってみてください。 

 

 毎年４月２日は国連の定めた「世界

自閉症啓発デー」、日本では２日～８

日が「発達障害啓発週間」として、さ

まざまな活動を行っています。 

 ぜひこの機会に、自閉症をはじめと

する発達障害について、知ってみませ

んか？ 



「以前借りた本、面白かったからもう一度読みたいけれど、タイトル何だったかな？」 

「今まで図書館で何冊くらい本を借りたんだろう？」 

「同じ本を二度借りてしまった！ このシリーズ、どこまで読んでたんだっけ？」 

という経験、ありませんか？ そういうお悩みは「読書シール機」が解決します！ 

  
Q 読書シール機って何？ 

 読書シール機は、今借りている本の一覧をシールにし

て印刷できる機械です。そのシールをノートや手帳に貼

ることで、読書記録をつけることができます。 

Q どこに置いてあるの？ 
１階、２階のカウンターの中央に置い

てあります。タッチパネル式のパソコ

ンモニターです。 

Q どうやって使うの？ 

画面の シール印刷 を押す 

パスワード を入力する 

当日貸出資料のみを印刷 or 

貸出資料全件を印刷 のどちらかを選ぶ 

シール が印刷されます   

利用者番号 はカードの裏面 

（グレーの方）のバーコード

の下に書いてあります。 

パスワード は変更していなければ、 

初期設定（西暦ではじまる生年月日 

８桁。例：2016年４月１日生まれな

ら「20160401」）を入れてください。 

タッチパネルがうまく反応しない時には、 

マウスでクリックしてもOK！ 

図書館の本は返却すると貸出の履歴も

消えるようになっています。返却して

しまうとシールも出せませんので注

意！必ず貸出中に使ってください。 

利用者番号 を入力する 

画面右下の 次へ を押す   

画面右下の 次へ を押す 

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！ 

 

『移民の宴』 
 高野 秀行/著  

 講談社 

（383.8タ） 
 

 図書館豆知識の部屋（第２回） 
～読書シール機って知っていますか？～ 

 もしも自分が外国で暮らすことになったら毎日何を食べるんだろう。 

 日本に移住してきて日頃から日本語を使い、もう何十年も暮らしている。

そんな普通の外国人が日頃何を食べているのかを追った食卓ルポルター

ジュ。日本食を食べるのか？母国の料理を食べるのか？ 

 食材の調達から支度、習慣、民俗性など、10ヶ国以上の食事情を記録し

ています。ページを開けば食事風景を写したカラー写真も掲載され、何だ

か「突撃！隣の晩ごはん」ならぬ「突撃！異国の晩ごはん」を見ているよ

うです。異国の味を体験した著者の正直な感想も読みどころです。同じ日

本で暮らす外国人の、私たちが知らない食文化の辺境をのぞいてみません

か？ （サ） 



　

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

平成28年4月

2
おはなし会スペシャル 

（14：00～15：00） 

 

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28年5月

2

2

もっと詳しいランキングが見たい方は、図書

館に掲示しますのでご覧ください！ 

[一般書] [児童書] 

[地域資料] 

[雑誌] 

[ＣＤ] 
[ＤＶＤ] 

[絵本] 

順位

5
おりがみでおみせやさん　２

いまい　みさ／著

書名／著者名

かいけつゾロリ　シリーズ
原　ゆたか／作

2

4
鹿の王　下

上橋　菜穂子／著

鹿の王　上
上橋　菜穂子／著

3
時の迷路　シリーズ

香川　元太郎／作

1

順位
クロワッサン

東京：マガジンハウス／出版

書名／出版社

1

順位 書名／著者名

函南町誌　上巻
函南町誌編集委員会／編1

順位 書名／著者名

カンタン！あそびうた
渡辺　かおり［ほか］／うた1

順位 書名／著者名
ちびまる子ちゃん「温泉に行こう！！」の巻

須田　裕美子／監督1

順位

5

6

3

4

西　加奈子／著
サラバ！下

西　加奈子／著

銀翼のイカロス
池井戸　潤／著

書名／著者名

火花
又吉　直樹／著

2
虚ろな十字架

東野　圭吾／著

東野　圭吾／著

マスカレード・イブ
東野　圭吾／著

サラバ！上

祈りの幕が下りる時

1

順位

3

4

5

１００かいだてのいえ
いわい　としお／作

そらまめくんのぼくのいちにち
なかや　みわ／作

おばけのてんぷら
せな　けいこ／作

書名／著者名

ミッケ！　シリーズ
ウォルター・ウィック／写真

2
ちか１００かいだてのいえ

いわい　としお／作

1


