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    　　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

8/5（金）10：00～11：30 

「これならできる！自由研究」 
夏休みの自由研究のテーマはもう 

決まっていますか？簡単な科学遊び 

の工作を一緒にやってみましょう。 

 対象：小学生（１・２年生は保護者同伴） 

 定員：15名（先着順） 

 申込：図書館カウンターまたは電話 

  8/7（日）10：00～10：30 

    「おはなし会スペシャル」 
さきいかシスターズさんによるおはなし会です。 

 内容（予定） 

 ・パネルシアター「おまえうまそうだな」 

 ・エプロンシアター「にじいろのさかな」 

               ・・・ほか 

★申込不要。キッズルームに来てください♪ 

  8/7（日）13：30～15：00 

  「『なきごえバス』マグネットをつくろう！ 
           ースキな動物もバスにのせちゃおう―」 
 絵本作家 江頭路子（えがしら みちこ）さんと一緒に、組み合わせて遊べる 

マグネットを作ります。絵本『なきごえバス』に出てくる動物や、自分の好きな 

動物のマグネットも作ります。 

  対象：４歳（年中）～小学６年生（小学２年生までは保護者同伴） 

  定員：50名（先着順） 

  申込：図書館カウンターまたは電話 

   8/12（金）14：00～15：30・8/16（火）10：00～11：30 

   「紙パックの絵合わせを作ろう」 
紙パックを使って、しかけある絵合わせを作ります。 

４つのブロックがつながっていて、くるくる絵が 

変わる不思議な絵合わせです。 

 対象：小学生（１・２年生は保護者同伴） 

 定員：各回15名（先着順） 

 申込：図書館カウンターまたは電話 

 8/18（木）14：00～15：30 

  「夏休み子ども図書館体験」 
図書館の本と同じように自分の本へ 

フィルムカバーを貼ったり、オリジ 

ナルのしおりを作ったりします。 

 対象：小学４年生～中学３年生 

 定員：12名（先着順） 

 申込：図書館カウンターまたは電話 
 

※詳しい内容・申込書は図書館で配布します。申込は7/15から受付けます。 

江頭路子さんによる絵本

の読み聞かせや、サイン

会も行います！ 
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日にち 時間 イベント名

① ８月５日（金） 10：00～11：30 　「これならできる！自由研究」

② 10：00～10：30
　夏休みわくわくまつり
　「おはなし会スペシャル」

③ 13：30～15：00

　夏休みわくわくまつり
　「『なきごえバス』マグネットをつくろう
　　－スキなどうぶつもバスにのせちゃおう－

８月12日（金）14：00～15：30

８月16日（火）10：00～11：30

⑤ ８月18日（木）14：00～15：30 　「夏休み子ども図書館体験」

　工作教室
　「紙パックの絵合わせを作ろう」

８月７日（日）

④



　　　　

               １階 夏の特別展示「自由研究」 

夏休み課題図書の貸出について  

                 １階 特集展示「七夕」 

 1階 特集展示コーナーのお知らせ 
                                          

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。 
    (6/25～7/21)   ※展示中の本も借りることができます。 

対象図書
　・静岡県夏休み推薦図書
　・静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書
　・青少年読書感想文全国コンクール課題図書

対象期間 　７月１日（金）～８月31日（水）まで

対象者
　小学生～高校生までの子ども
　※多くの子どもが借りられるよう、
　　期間中は、大人の方の貸出はご遠慮ください。

貸出冊数
　１人１冊まで
　※自動貸出機は使用できません。
　　カウンターまでお持ちください。

貸出期限
 ８日以内
　※延長、予約はできません。

    課題図書は利用の 

   頻度が高いため、 

   夏休み期間中は、より 

   多くの対象者の方に 

  ご利用いただけるよう、 

 貸出方法を変更します。 

 ご協力とご理解のほど 

よろしくお願いします。 

タイトル 著者名 請求記号

7月のえほん 長谷川　康男／監修 386キ

行事の名前のひみつ 国松　俊英／文 386ク

七夕星まつり 藤井　旭／著 443フ

　　☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者名 請求記号

かがくあそび 高柳　雄一／監修 407カ

小学生のキッチンで
かんたんクラフト

― 407シ

ぼくはうみわたしはひかり やべ　みつのり／作 425ヤ

　　☆１階夏の特別展示の職員オススメ本☆

  ７月７日は七夕です。中国から伝わったと
いわれる七夕のお願いごとは、「字が上手に

なりますように」、「織り姫さまのようにお裁縫が

上手になりますように」といったものだったそう

です。 

 七夕の由来やはじまりなどを調べてみませ

んか？新たな発見があるかもしれませんよ。 

 自由研究に何をするか決めましたか？ 

 工作、実験、観察…。夏休みにおすすめ

の楽しい自由研究の本や、自由研究アイデ

アカードを用意しました。 

 ぜひいろいろ作って、遊んで、学んでみま

しょう！ 



請求記号

K290ソ

290.9モ

290.9ホ

 

請求記号

335タ

361.4モ

367.7ウ

請求記号

290.9シ

595.4タ

746フ戸田　覚／執筆・監修

☆２階 YA特集展示　「夏休みを思い切り満喫しよう」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

18才から23才までの
ひとり旅入門

ひとり旅ABC倶楽部
／著

akiico hair diary 田中　亜希子／著

プロが教えるiPhone
写真の楽しみ方

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

マイペースで働く!
女子のひとり起業

滝岡　幸子／著

「怒り」の上手な伝え方 森田　汐生／著

老い方上手 上野　千鶴子／著

☆２階 ミニ展示　「あなたにとって男女共同参画社会とは？」

 　　

　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(６/25～７/21)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆2階 特集展示　「夏のおでかけ」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

Soleいいね!
駅から1万歩の旅Book

SBSテレビSoleいいね!
／監修

旅立つまでのガイドブック 森井　ユカ／著

女おとな旅ノート 堀川　波／著

   ２階 特集展示コーナーのお知らせ 

 図書館では、「男女共同参画おす

すめBOOK100+α」（県あざれあ図書

室作成リスト）を参考にして関連資

料を集めました。 

 この機会に男女共同参画とはどの

ようなものかを知り、具体的な活

動・支援について考えてみませんか。 

 夏休みには何をしたいですか？ 

 旅行、オシャレ、料理、部活…。夏

休みの間に一気読みしたい長編小説や、

お泊り会で友だちと一緒に読みたい本

など、夏を充実させるオススメ本を

ピックアップしてみました。 

 思い出に残る最高の 

夏休みにしましょう！ 

 梅雨が明けると、夏がやって来ま

す。今月は「夏のおでかけ」と題し

て、暑い夏ならではの本を展示して

います。 

 「夏はアクティブに！」という人

も、「クーラーの効いたお部屋での

んびり過ごしたい」という 

人も、ぜひのぞいてみて 

ください。 

 



　

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7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8月

8/7（日）『夏休みわくわくまつり』 

おはなし会スペシャル（10：00～10：30） 

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！ 

 

『若冲のまいごの象』 
 伊藤 若冲／画 
 狩野 博幸／監修 
 西村 和子／構成・文  
 博雅堂出版 
 Eオ（キッズルーム） 
 

 今回ご紹介するのは、絵本画集「若冲のまいごの象」です。伊藤若冲と

いえば、生誕300年を記念して東京都美術館で開催された「若冲展」が大

盛況だったことは皆さんも記憶に新しいことと思います。若冲は、18世

紀の京都で活躍した写実と想像を巧みに融合させた「奇跡の画家」と言

われています。 

 本書の表紙にも使われている「白象群獣図」は、6,000個もの四角いマ

ス目を一つずつ塗りつぶして描いたものです。デジタル画像はもちろん、

スーラの点描画よりも100年近く前の話です。目を見張るような華やかな

花鳥画や斬新で巨大なクジラ屏風図に驚かされつつ、若冲の生き物に注

ぐ温かいまなざしを知ることができます。絵本画集とはいえ、この１冊

で大人も子どもも若冲の世界を楽しめます。（ＭＭ） 
 

『サクリファイス』 
 近藤 史恵／著 
 新潮社 
 Fコン（2階開架） 
 

 ツール・ド・フランスが開催される７月は、自転車ロードレースのファン

にとって一年で最も盛り上がる月です。そこで、今月おすすめしたいのが、

この本です。 

 高３の夏にテレビで見たツール・ド・フランスに魅了されて自転車選手と

なった白石誓が、あるレース中に起こった事故の真相に迫っていくミステ

リーです。元恋人や、チーム内のエース争いも絡む青春小説でもありますが、

この本の一番の魅力は自転車ロードレースについて詳細に語られているとこ

ろです。ヨーロッパではサッカーに並ぶ人気競技ですが、日本では残念なが

らあまり知られていません。「どんな競技なの？」と思っている方、ぜひ一

度読んでみてください。実際にレースを見たくなってくるはずです。ツー

ル・ド・フランスが舞台の続編『エデン』もおすすめです。（Ｋｎ） 

 


