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８月11日は「山の日」 

山のことを知ろう 
 ８月11日は「山の日です。「山の日」は国によって「山に

親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」として制定され

ました。今年から、国民の祝日となっています。この機会に

ぜひ、山について知ってみてはいかがですか？ 
 

参考ホームページ 内閣府  

  （http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html） 

２階ミニ展示コーナーでは、山の日にちなんで 

「山に親しむ」展示を行っています。 

（展示期間：7/23～8/25） 

ぜひ、お立ち寄りください！ 

 ２階ミニ展示職員オススメ本 

タイトル 著者・出版社 請求記号

冬虫夏草
梨木　香歩／著

新潮社
Ｆナシ

山ごはん12か月 ネコ・パブリッシング 596.4ヤ

日本百名山
ベストプランＢＯＯＫ

JTBパブリッシング 291.09ニ



請求記号

596.23ア

764.7ウ

782.3ホ

 

請求記号

575.9イ

750.2ハ

913ナ

請求記号

Ｅマ

487コ

Ｅヨ
横塚眞己人／写真

江口絵里／文

☆１階 特集展示　「水にすむいきもの」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ジンベエザメ
　　のはこびかた

松橋利光／写真，高岡昌江／文
　宮野耕治／絵

煮干しの解剖教室
泉田謙／写真，小林眞理子／文

こばやしちひろ／絵

ゆらゆらチンアナゴ

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

花火の図鑑 泉谷　玄作／写真・文

「和の仕事」で働く 籏智　優子／著

夏の階段 梨屋　アリエ／著

☆２階 YA特集展示　「お祭り」

 　　

　

☆２階 特集展示　「ついに開幕！！　ﾘｵｵﾘﾝﾋﾟｯｸ､ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

おいしいブラジル 麻生　雅人／著

リアル・ブラジル音楽 Willie Whopper／著

ウサイン・ボルト自伝
ウサイン・ボルト／著

生島　淳／訳

特集展示コーナーのお知らせ 

  

 春祭り 豊作や大量祈願 

 夏祭り 暑さに負けないように、疫病退散、 

      虫送り・台風除け 

 秋祭り 大地の恵みに感謝 

 冬祭り 無事に１年を過ごせたことへの 

      感謝と良い年を迎えられるように 
  

    暑い夏を乗り切れるように、 

           お祭りを楽しんでみませんか？ 

 水にすむいきものには、どんなもの

がいるか知っていますか？ 

 スイスイおよぐもの・プカプカうくも

の・ジーッとうごかないもの・・・ 

 いろいろな水にすむいきものについ

ての本を集めてみました。あなたの好

きないきものを探してみてください。 

 いよいよ４年に一度のスポーツの祭
典が始まります。オリンピックについて

の本や種目スポーツの本、開催国ブラ

ジルについての本を集めました。 

 オリンピックを通して、スポーツや世

界の国々を知り、楽しみましょう。 

 

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(７/23～８/25)。 

※展示中の本も借りることができます。 



☆１階特別展示　「自由研究」

 夏といえば、甲子園。高校野球

の季節がやって来ましたね。この

時期にぜひ読みたいのがこの本。

「甲子園だけが高校野球ではな

い」とサブタイトルについているよ

うに、甲子園だけではない高校

野球のドラマが描かれています。 

 震災で野球部メンバーがばら

ばらになってしまう、チームのキャ

プテンとして活躍していたがまさ

かのケガをしてしまう、右手のハ

ンデを背負いながらもグローブに

工夫をして頑張る…。 

 日本全国で本当にあった18の

高校野球ストーリー。しかし、野

球の話にとどまらず、失敗や挫折

を乗り越えた話、家族や友情の

話でもあるので、あまり野球に詳

しくないという人にもおすすめで

す。 （Ｍ．Ｏ） 

  

『ここで負けてし

まってごめんな』 

岩崎 夏海／監修 

廣済堂出版 

所蔵場所：YA

（783.7コ） 

図書館職員のオススメ本紹介 

 ７月に引き続き、１階特別展示コー
ナーに、「自由研究」に関する本を集

めました。むずかしくてもあきらめず

に本をじっくり読んで、おもしろい工

作や研究をやってみよう！ 

 暑い夏、照り返すような日差し、

白い入道雲…。夏の景色を思い起

こさせる、まさに夏に読みたい１冊

です。 

 内容は、主人公がクワガタを探し

に森へ行くという夏の１日が描かれ

ています。家を出て海辺を駆け、

田んぼを通り、神社を抜けて山の

中へ。クワガタを取るため、必死に

何度も何度も挑戦する主人公。あ

きらめない貪欲さや何度も挑戦し

てクワガタを捕まえた時の嬉しさが

伝わってきます。躍動感あふれる

構図や色合い、そして様々な角度

から描かれたダイナミックな作品で

す。 

 作者のはたこうしろうさんは「目で

音を聴けたら」というメッセージを込

めており、「夏の音」「夏の匂い」

「夏の空気」を感じてもらいたい、と

いう想いが伝わってきます。（ひ） 

『なつのいちにち』 
はた こうしろう／作 

偕成社 

所蔵場所：１階開架 

                （Eハ） 

 

 

 

 

 

 

 

お子様と一緒に 

いかがですか？ 



　

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

＊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） 

※各雑誌・図書が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） 

『コンビニ人間』 
 村田 沙耶香／著 
 

 文學界6月号掲載 

 Z906（2階雑誌） 

   文藝春秋  

   Ｆムラ（２階新着） 

『海の見える理髪店』 
 荻原 浩／著    
 

 集英社 

 Fオキ（２階開架） 
 

ある想いを胸に秘め、古い理髪店を訪ねた

「僕」と店主が交わす特別な時間。急逝した

娘に代わり、成人式に替え玉出席すべく奮闘

する夫婦…。永遠のようで儚い家族の日々を

描く6編の物語。 
 

図書館開館カレンダー  

正常な世界はとても強引だから、異物は静かに

削除される。まっとうでない人間は処理されて

いく。コンビニ店員になることで世界の歯車に

なれる。そのことだけが自分を正常な人間にし

てくれていると感じている主人公が奇妙な同棲

をし、コンビニを辞めた時何が起こるのか？独

特な切り口と異様さにはまる物語。 

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9月


