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２階地域展示

では、自転車

やオリンピッ

クに関する本

を集めました。

ぜひご覧くだ

さい。 

 伊豆ベロドロームとは・・・ 

  サイクルスポーツセンターにある国内初の屋内木製トラック競技場。周長250ｍ、幅員7.6ｍ、 

  最大カント（斜度）45度、シベリア松の木材を敷き詰められたトラックは国際自転車競技連合 

   （UCI）規格で世界標準仕様となっているため、さまざまな国際大会に対応できる。 

 

 【運営団体】一般財団法人日本サイクルスポーツセンター  

 【住所】伊豆市大野1826  【電話】0558-79-0001 

 【交通アクセス】電車・バス⇒修善寺駅からバスで約20分  

     車⇒伊豆中央道経由大仁中央I.Cから伊東方面に8km 

マウンテンバイク（ＭＴＢ） 

1996年のアトランタオリンピックから導入

された、砂利道や山岳道、荒れた野山を走

る40～50ｋｍのクロスカントリーレース。

舗装路はルート全体の15％を超えてはいけ

ない。 

トラックレース 

女子と男子、チームスプリントに分かれ、短・中・長距離種目、２日

間で６種目を走る複合種目がある。得点記録を複雑化させた変形版や、

日本で生まれて発展した「競輪」も含まれる。 

 

 トラックレース競技とマウンテンバイク

（MTB）競技の開催が、東京から静岡県伊

豆市に変更されました。 

 トラックレースは日本サイクルスポーツ

センター・伊豆ベロドロームにて、MTBは

サイクルスポーツセンターの既存コースを

改修して使用される予定です。 

 皆でオリンピックを盛り上げましょう！ 

書名 著者名 請求記号

サイクリング解剖学 シャノン・ソヴンダル／著 786.5ソ

オリンピック裏話 伊藤　公／著 780.6イ

オリンピック
まるわかり事典

PHP研究所／編 780オ

☆２階地域展示の職員オススメ本☆



請求記号

Ｅフ

Ｅラ

374キ

 

請求記号

Ｋ590ヌ

Ｋ700シ

290.9オ

請求記号

159カ

159モ

377.9セイノウ／編著

☆２階 YA特集展示　「進路に迷ったら…」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

受験生の心の休ませ方 加藤　諦三／著

どうすれば頭が
よくなりますか?

茂木　健一郎／著

世界一わかりやすい業界と
職種がわかる&選ぶ本 '17

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

沼津・三島・富士すてきな
雑貨屋さん&カフェ

ふじのくに倶楽部／著

しずおかアートさんぽ
静岡新聞社編集局

出版部／企画・編集

旅ノート・散歩ノート
のつくりかた

奥野　宣之／著

☆２階 特集展示　「おでかけしませんか？」

 　　

　
　　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(４/23～５/26)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆１階 特集展示　「一度も借りられなかった本」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ブナ林の四季・白神山地 府瀬川　秀司／写真・文

ベニーはおにいちゃん バルブロ・リンドグレーン／文
オーロフ・ランドストローム／絵

給食ではじめる食育 1 宮島　則子／監修

特集展示コーナーのお知らせ 

 バタバタした４月も過ぎればすぐにGW

ですね。初夏も近づき、一年の中で最も

風も気温も気持ちのいい季節。普段は

できない遠出、話題のあの場所や気に

なっていたお店にちょっと足を延ばして

出かけてみませんか。 

 どこで何をするか決まっている人も、全

然決まってない人も、予定を立てるだけ

でも楽しくなるような本を集めましたので、

ぜひ手に取ってみてください。 

 「○○の学校に行きたい！」「ここに就

職したい！」という気持ちは決まっていま

すか。イメージはあるけれども形にはなっ

ていない、何になりたいかは決まってい

るけれども何をすればいいかが分からな

い…。こんな悩みを抱えていませんか。 

 行き詰ったときは一度立ち止まり、本を

読んでみてはいかがでしょうか。進路の

手助けになるようなヒントが隠れているか

もしれませんよ。 

 函南町立図書館が開館してから早く

も３年がたちましたが、残念ながら今まで

一度も借りられなかった本があります。

おもしろいのに、ためになるのに、手に

取ってもらえなかった本…。 

 今月はそんな運悪く「一度も借りられな

かった本」を集めました。この展示で今ま

で出会わなかった本にもぜひ目を向け

てみてください。 



こどもの読書週間

（４/23～５/12）に

行われたイベントの

報告です。 

工作教室 

「豆本を作ってみよう」 
４月23日（土）に、豆本

（手のひらサイズの本）を

作りました。力作の作品が 

  仕上がりました。 

  「おはなし会 

         スペシャル」 
４月24日（日）に、絵本の 

読み聞かせと、紙コップと 

輪ゴムを使った簡単な工作 

を行いました。 

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！ 

 

桜の花が散り、鮮やかな新緑の季節が訪れました。私がこの時期にお薦

めしたい小説が『家守綺譚』です。著者は『西の魔女が死んだ』で有名

な梨木香歩さん。物語の語り手である「私」こと綿貫は、学生時代に湖

で行方不明になった友人・高堂の家に１人で住んでいます。するとある

雨の日、部屋にかけられた掛け軸の中から、行方不明であるはずの高堂

が訪ねてきます。さらにある時は木に惚れられ、またある時は河童が庭

の池に流れ着き……。 

作品は綿貫の日常で起こる不可思議な出来事を静謐な文体で綴り、庭木

や自然の味わい深い表現と共に、独特の世界観を漂わせています。興味

のある方はこの機会に読んでみてはいかがでしょうか。（H.I） 

 

『家守綺譚』 
 梨木 香歩／著  

 新潮社 

 Ｆナシ（2階開架） 
 



　

 被災したとき知っておくとよいポイントや、避難生活

の間こそ大切にしたい食事＝非常時ごはんについて、４

コマのイラストでわかりやすくまとめてあります。 

 新聞紙でつくる薪、アルミ缶でつくるコンロなど、ア

イデアがいっぱいです。GWにキャンプがてら練習して

みるのもいいかもしれませんね。  

 災害でドアが変形しても逃げられる緊急出口を作る、

ランプシェードを和紙にする、寝室に避難用の靴を置

くなどの工夫。包丁は使ったらすぐにしまう、入浴中

は洗面器にお湯をはっておくなどの日頃の習慣につい

て、具体的な事例を挙げて紹介されています。普段の

くらしが防災につながっていることを考えさせられる

1冊です。 

「おさない」「かけない」「しゃべらない」「もどらない」「ちかよらない」の最初の文字をとったもので、

他に「おはし」「おかしも」などともいいます。消防庁の防災ガイドブックなどから広がったようです。 

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 31

平成28年　5月

『震度７から 

     家族を守る家』 
国崎 信江／著 

潮出版社 

369．3ク（2階開架） 

『おかあさんと子どものための 

  防災＆非常時ごはんブック』 
草野 かおる／著，木原 実／監修 

ディスカヴァー・トゥエンティワン 

369．3ク（2階開架） 

「お・か・し・も・ち」って何？ 

防災について考えよう！ 

   防災についてのオススメ本 

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　6月


