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　住所：函南町上沢107番地の1
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読書の秋は図書館へ 

★詳しくは図書館カウンターまたは電話（979-8700）でお問い合わせください。 

 

 読書週間が始まったのは、戦争の傷痕が残る戦後すぐのことです。 

「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社や書店、 

公共図書館、マスコミ機関によって開催され、後に10月27日～11月9日（文化の日を 

中心にした２週間）と期間が定められました。 

 そこで図書館では、読書週間に合わせて楽しいイベントを多数開催いたします。 

  ぜひご参加ください。 

 

  ◆おはなし会スペシャル   

  11月3日（木・祝）午前10時30分～11時 

  絵本などの読み聞かせや、簡単なバルーンアートをします。 

   [場所] 図書館１階 キッズルーム 

 
 

 ◆工作教室「びっくり箱を作ってみよう」 
  11月5日（土）午後２時～3時30分 

   箱を開けるとびよーんと飛び出るびっくり箱を作ります。 

  [対  象]  小学生（小学１・２年生は保護者の同伴が必要） 

  [場    所] 図書館２階 研修室 

  [持 ち 物] はさみ、のり、片開きの箱１つ  

  [申込方法] 10月14日（金）以降に図書館カウンターまたは電話（979-8700） 

        で申込をお願いします。（先着15名） 

   

 ◆読書記録ビンゴ 
  10月29日（土）～11月13日（日） 

  本を読んでビンゴを完成させたら、「手作りしおり」をプレゼントします。 

  [対象] 小学６年生まで [用紙配布場所] 図書館１階カウンター 

 

 ◆読書郵便＆本の帯の展示 
   10月29日（土）～11月13日（日） 
  町内の小学生が作成した読書郵便、中学生が作成した本の帯を展示します。 

  [設置場所] 図書館２階 



請求記号

498.58マ

492フ

781.4カ

 

請求記号

019.5ア

388.1ユ

388ミ

請求記号

Ｋ780ス

291.08シ

452タ

 　　

　

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

糖質オフ
パーフェクトブック

牧田　善二／著

「不調」スッキリ解消法
「きょうの健康」
番組制作班／編

なまけエクササイズ 加瀬　玲子／著

瀧澤　美奈子／著

☆2階 地域特集展示　「駿河湾」

☆２階地域特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

駿河湾の釣り場ガイド ―

新日本の絶景
山梨　勝弘[ほか]

／写真

日本の深海

☆２階 ＹＡ特集展示　「世界の妖怪とおばけ」

☆２階 特集展示　「健康生活をはじめよう！」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

あやしい絵本 東　雅夫／監修

日本の幻獣図譜 湯本　豪一／著

水木しげる
世界の妖怪大百科

水木　しげる／著

特集展示コーナーのお知らせ 

 2016年７月、駿河湾は「世界で最も

美しい湾クラブ」への加盟が内定しま

した。同クラブは1997年に設立され、

湾の優れた自然景観の保護、周辺地域

の復興・発展・共存を図ることを目的

としています。 

 駿河湾の加盟は、今秋正式決定する

見通しです。正式加盟が決まれば、駿

河湾の美しさが世界レベルで認定され

ることになると期待が高まっています。

この機会に地元の魅力を今一度探って

みてはいかがでしょうか。 

 10月10日は体育の日です！

「国民がスポーツに親しみ、健

康な心身を培う日」として国民

の祝日に制定されました。 

 適度な運動とバランスの良い

食事を心がけ、健康生活をおく

りましょう！ 

 

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(９/24～10/27)。 

※展示中の本も借りることができます。 

  

 今月のＹＡ特集展示は「世界の

妖怪とおばけ」を特集します。 

 秋といえば、食欲の秋、芸術の

秋、スポーツの秋など色々ありま

すが、ハロウィーンに向けて、秋

の夜長はホラーな読書をしてみて

はいかがでしょうか。 



☆1階特集展示　（9/24～10/27）

 この本はウサギが好きな4歳にな

る姪っ子のお気に入りです。「も

う一度読んで！それから…私がナ

ナちゃんで、○○はロコちゃん

ね。」「何で？」「だって私は絵

を描くのが上手でしょ！」「そう

だね。じゃあ名前を換えて読む

ね。」「うん！！」本の中の登場

人物によくなりきる姪っ子は、こ

んな共通点を見つけて本の中に入

り込んでいたようです。最後の結

末も納得した様子で、何回読んで

も楽しそうに聞いていました。 

 ひろかわさえこさんの絵はとて

も優しく私も大好きです。ナナ

ちゃんとロコちゃんが初めて出会

う笑顔の場面は、とても可愛く癒

されます。友達と一緒に遊んで、

笑って、たくさんの時間を共有す

る中で時にはケンカもします。ケ

ンカをしても大好きな友達。そん

な友達にこれから出会うであろう

子供達に、ナナちゃんやロコちゃ

んになりきりながら、楽しく読ん

でもらいたいなと思います。 

（Ｔ．Ｋ） 

『もしもしトンネル』 

ひろかわ さえこ 

／作・絵 

ひさかたチャイルド 

所蔵場所：１階開架 

     （Ｅヒ） 

 「舌鼓」「堪忍袋」「口車」

「転ばぬ先の杖」など、よく耳

にするけれど、あなたは実際に

目にしたことがありますか？さ

まざまな「ないもの」をイラス

トと商品説明と共に載せたカタ

ログが、この本『ないもの、あ

ります』です。ユーモア溢れる

架空の品々が、実際に注文すれ

ば取り寄せられるかもしれない

と想像しながら読むと、くすり

と笑ってしまいます。ひとつの

商品につき4ページ程度なので、

ちょっと疲れたときなどにパラ

パラとめくってみるのがおすす

めです。 

 クラフト・エヴィング商会は

実在するお店ではなく、作家で

デザイナーでもある吉田篤弘さ

んと浩美さんご夫婦のユニット

名で、ご自身の著作以外にもた

くさんの素敵な本の装幀を手掛

けていらっしゃいます。ぜひ、

装幀にも注目してみてください。 

（Ｋｎ） 

『ないもの、あります』 

クラフト・エヴィング 

商会／著 

筑摩書房 

所蔵場所：２階閉架 

      2閉文庫 

    （914.6ク） 

 

１０月１０日は 目の愛護デーです 

目をたいせつにしましょう！ 

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！ 

1
0

 
1
0

 

～見る 見ない 見える 見えない 目のふしぎ～ 

目に見えたものは本当に正しいでしょうか？ 

目の錯覚をつかったトリックアートや  

見えているのに見えないかくし絵    

よーく見ても ついついだまされてしまうかもしれません。 

期間中、簡単な目の錯覚フリップや工作を展示しています。 

お子様と一緒にお楽しみください！ 
 

タイトル 著者 請求記号

こんにちは あかぎつね！ エリック・カール／作 Ｅカ

あぶない!守ろう!だいじな目 枝川　宏／監修 496ア

作ってふしぎ!?
トリックアート工作

北岡　明佳／監修 145ツ

☆1階特集展示の職員オススメ本☆



[児童書]
順位 順位

[絵本]
順位 順位

[ＣＤ]
順位

順位

[ＤＶＤ]
順位

　

平成28年度　上半期人気図書ランキング

[一般書]
書名／著者名 書名／著者名

1
火花

1
かいけつゾロリシリーズ

又吉　直樹／著 原　ゆたか／作・絵

2
ラプラスの魔女

2
進化の迷路

東野　圭吾／著 香川　元太郎／作・絵

天才
5

鹿の王　下
石原　慎太郎／著

3
君の膵臓をたべたい

3
時の迷路　[正]

住野　よる／著 香川　元太郎／作・絵

上橋　菜穂子／著

4

虚ろな十字架
4

鹿の王　上
東野　圭吾／著

ミッケ！　シリーズ
函南町誌編集委員会／編 ウォルター・ウィック／写真

るるぶ静岡 '16
ＪＴＢパブリッシング／出版

上橋　菜穂子／著

港食堂本

2

そらまめくんぼくのいちにち
静岡新聞社／著 なかや　みわ／作

沼津・三島・富士雑貨屋＆カフェさんぽ へんしんトンネル
ふじのくに倶楽部／著 あきやま　ただし／作・絵

[地域資料]
書名／著者名 書名／著者名

1

函南町誌　上巻
1

[雑誌] 書名／出版社
書名／出版社

1
民謡　上

1
クロワッサン  King Record／出版

 げんきげんきノンタン製作委員会／出版

マガジンハウス／出版

2
婦人公論

中央公論新社／出版 書名／出版社

3
ゆうゆう

1
はっぱっぱカルタだれのこえ？

主婦の友社／出版

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） 

（平成28年４月１日 
 ～平成28年９月25日） 

 

函南町立図書館 

図書館開館カレンダー  

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

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11月

おはなし会スペシャル 
（10：30～11：00） 


