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三島南高校×函南町立図書館 
 秋といえば何があるでしょうか？ 

 食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、様々な秋がありますね。 

 三島南高校の生徒さんが、それぞれが思う秋の本を集めました。 

 本を読んで、ぜひ秋の訪れを感じてみてください。 

夏休み中、何度も通って展示の飾

りや本紹介のＰＯＰなどを作成。 
館内整理日に一日かけて 

展示スペースに飾り付け。 

秋にちなんだそれぞれのテーマと 

オススメ本の紹介 

食 欲 

『ランチのアッコ 
 ちゃん』 
 柚木 麻子／著 
 （Ｆユス） 

スポーツ 

『大丈夫！キミなら 
 できる！』 
 松岡 修造／著 
 （159マ） 

読 書 

『「王様のブランチ」 
 が恋した本』 
ＴＢＳテレビ「王様のブ
ランチ」／編 
 （019.9オ） 

芸 術 

『一度は見たい「浮 
 世絵」名作100選』 
 白倉 敬彦／監修 
 （721.8イ） 

文 学 

『しろばんば』 
 井上 靖／著 
 （Ｋ936イ） 

『ダレン・シャン』 
 Darren Shan／著 
 （933シ） 

『日本のファッション  
 新装改訂版』 
 城 一夫[ほか]／著 
 （383.1ニ） 

ハロウィン ファッション 



請求記号

327キ

290イ

702ヒ

 

請求記号

Ｅハ

Ｅハ

480ア

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

コッケモーモー！
ジュリエット・ダラス＝コンテ/文

アリソン・バートレット／絵
たなか　あきこ／訳

わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ／作・絵

小川　仁央／訳

旭山動物園ＡＲどうぶつ図鑑 旭川市旭山動物園／監修

☆1階 特集展示「動物」

 　　

　

☆２階 ＹＡ特集展示「一度も借りてもらえなかった本」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

気分はもう、裁判長 北尾　トロ／著

いま生きているという冒険 石川　直樹／著

表現する仕事がしたい！ 岩波書店編集部／編

特集展示コーナーのお知らせ 

 毎年９月２０日～２６日は動物愛護週間です。

動物愛護週間は、動物と人間の絆を深めるこ

とを目的として、1915年にアメリカ動物愛護協

会が制定しました。 

 日本では、動物の愛護と適正な飼養につい

ての理解と関心を深める啓発活動を行う週間

として、各地でイベントが行われます。 

 この機会に、動物とのふれあい、命の尊さを

考えてみてはいかがでしょうか。 

 ９月のＹＡ展示は、中高生向けの資
料がそろうＹＡコーナーの本から、一

度も借りられなかった本を集めました。 

 中高生へオススメの本を中心に、大

人が読んでも面白い本など、ジャンル

は様々で、幅広くそろえています。 

      

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(８/27～９/22)。 

※展示中の本も借りることができます。 

『マチルダは小さな大天才』 
 ロアルド・ダール／著 

 宮下 嶺夫／訳 

 評論社 938タ（１階開架） 

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！ 

図書館職員の 

オススメ本紹介 

 まだ誰も借りていない本の中には、新し 

い発見があるかもしれません。 

 ぜひ最初の読者になってみませんか。  
 

どうぶつの本をあつめました！ 

童話・物語・実話などなど…昔から語り継がれて

いる本もあります。ぜひ読んでみて下さい。 

 

 幼いけれど頭脳明晰なマチルダは、数学が得意な天才少女。たった４歳

で難しい文学作品を読んでしまうほどの読書好き。けれど、両親はマチルダ

の才能に目もくれず、彼女を毎日馬鹿呼ばわり。上がった小学校には恐ろ

しい女校長がいて、厳しい体罰で子供達を痛めつけています。 

 前半は、理不尽極まりない高圧的な大人たちに、マチルダが賢く復讐をし

ていく物語。けれど、それだけでは終わりません。悲しい思いをして大人に

なった一人の女性が、天才的な頭脳を持つ少女のために勇気を出して立

ち上がり、共に解放される物語でもあります。 

 ロンドンやブロードウェイでミュージカル化されたロアルド・ダールの傑作

です。可愛らしく勇敢なマチルダに、きっとあなたも勇気を貰えます。(K) 



 たくさん参加していただき、ありがとうございました！ 

「『なきごえバス』マグネットを 

 つくろう！」 
 絵本作家の江頭路子さんと一緒 

 に、組み合わせて遊べるマグ 

 ネットを作りました。 

江頭さんによる 

絵本の読み聞かせ 

『紙パックの絵合 

 わせを作ろう』 

 紙パックを使って 

 不思議な絵合わせ 

 ブロックを作りま 

 した。 

『夏休み子ども図書館体験』 

 本にフィルムカバーを 

 貼ったり、しおりを作っ 

 たりしました。 

 

『これならできる！自由研究』 

 紙コップを使った科学工作。 

 ロボットアームやエコー 

 マイクを作りました。 

三島南高の生徒さんたち 

も手伝ってくれました！ 

 

『おはなし会スペシャル』 

 さきいかシスターズさんによる 

 パネルシアターやエプロンシアター。 

 

 

ナツヤスミタノシカッタネ・・・ 

バスにいろいろな 

動物をのせよう！ 

かわいいしおり 

が完成！ 

 



　

　　９月１５日は
　　中秋の名月です

今月は「お月見」で連想される言葉から本を紹介します

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

＊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9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10月

 

十五夜は晴れ

ない日が多い!? 

「片見月」って？ 

「十五夜」「十三

夜」「十日夜」 ３回

見るといいコトある

んだって！ 

うさぎ   

月にうさぎがい

るわけは？ 

美しくも切ない

お話 

月のクレーターの見

え方は国によって 

ちがうらしい  
 

月のうさぎは 

日本ではお餅をつい

ていると言われてい

るが、中国では… 

月 

中秋の名月    

＝満月 

ではない 

お月見 

お月見

団子 

形は 

まん丸？ 
 

おりがみで三方を

作ってみよう！   

積み方

は? 三方    

図書館開館カレンダー  

現代風のお月

見団子作りた

い！ 

Ａ 

Ｃ 

Ｄ 

「月見どろぼう」ってなに？ 

 Ｂ 

タイトル 作者など 請求記号

A みんな大好きおりがみ百科 ブティック社／出版 754.9ミ

B 暮らしのならわし十二か月 白井　明大／文 386.1シ

C にほんのお福分け歳時記 広田　千悦子／著 386.1ヒ

D
「くりかえし」を楽しむ

１２か月のおうちしごと
田中　千恵／著 590タ


