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今月の２階地域展示は 

「函南町の特産品」の本を集めました。 

ふるさと納税とは・・・ 
はじめて実施されたのは、2008年です。 

正式名称は、「ふるさと寄付金」といいます。 
     

自分が生まれ育ったふるさとや、応援したいと考えている 

都道府県・市区町村に寄付をし有効に使ってもらう制度です。 
     

寄付をした場合、税金の控除を受けられます。 

併せて、寄付のお礼として地域の特産品などを 

贈っている自治体も多数あります。  

その１ ふるさと納税制度を利用する 

     （返礼品として特産品をもらう） 

その２ お店で購入する 

その３ 特産品を使用している飲食店で味わう 

函南町の特産品を手に入れるには？？ 

 函南町の特産品はどん

なものがあるか知ってい

ますか？ 

 スイカや牛乳だけでは

ないのです。「函南ブラ

ンド」として認定されて

いるものも多数あります。 

 ぜひ、ふるさと納税を

活用して、函南町の特産

品を味ってみてください。 

[タイトル] 

『100％得をする 

    ふるさと納税生活』 

[作者] 

 金森 重樹／著 

[請求記号] 

 345カ 

[タイトル] 

『猫めぐり日本列島』 

[作者] 

 中田 謹介／著 

[請求記号] 

 387ナ 

[タイトル] 

『静岡県の仏像めぐり』 

 ―ほとけ道 里あるき― 

[作者] 

 大塚 幹也、山本 直、 

 松浦 澄江／著 

[請求記号] 

 K709シ 

 

ー函南町のふるさと納税返礼品の一部ー 
◆風の谷ビールセット 

◆ソーセージ「金メダル」セット 

◆温泉入館券と食事券のセット 

◆ゴルフプレー券 

◆天日干しあじのひらき 

◆座禅体験＋ベーカリーカフェのランチ 

               など… 



請求記号

Ｅニ

Ｅカ

Ｅキ

 

請求記号

Ｆタニ

774ヤ

383.1ス

請求記号

379.7ハ

377.9ナ

596.4コ

 　　

　

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

☆１階 特集展示　「秋の風情」～あいうえおちば まみむめもじみ～

タイトル 著者

おちばいちば 西原　みのり／作

どんぐりかいぎ
こうや　すすむ／文

片山　健／絵

さわさわもみじ
ひがし　なおこ／作

きうち　たつろう／絵

中川　八郎／監修
主婦の友社／編

☆２階ＹＡ 特集展示　「進路について考えよう」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

花道の先輩の勉強法 ＮＨＫ出版／編

どうして就職活動は
つらいのか 双木　あかり／著

合格！受験生べんとう

☆２階 特集展示　「文化の日」～自由と平和を愛し、文化をすすめる日～

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

図説着物の歴史 橋本　澄子／編

タイトル 著者

細雪　上 谷崎　潤一郎／著

役者がわかる！演目が
わかる！歌舞伎入門 犬丸　治／監修

特集展示コーナーのお知らせ 

 日が短くなり、赤や黄色に山々

が色づく季節になりました。涼し

い風は、あっという間にピュー

ピュー冷たくなってしまいます。 

 この短い季節の鮮やかな瞬間を

切り取った本を集めました。爽や

かな季節を大切に、楽しく過ごし

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(10/29～11/24)。 

※展示中の本も借りることができます。 

 11月３日は文化の日です。 

 この日は明治天皇の誕生日で、

「明治節」と呼ばれていましたが、

新憲法が公布されたことやこの日を

祝日として残したいとの考えから

「文化の日」と定められました。文

化の日は各地で文化祭などの行事が

行われ、皇居では文化勲章の授与式

が行われます。 

 この機会に、日本の文化に触れて

みてはいかがですか？ 

 今年度も残り半年を切りました。

卒業後の進路について、もう準備を

始めていますか？ 

 試験の準備をしている人へ、その

応援になるような本を集めてみまし

た。まだ志望がはっきりしていない

人は、志望先を考える参考にしてく

ださい。 



図書館では本を借りて帰るだけ……そんな使い方だけはもったいないかも！？ 

今回は、今までよりもさらに図書館が活用できるサービスをご紹介します。 

  

Q レファレンスサービスって知っていますか？ 

 レファレンスサービスとは「わからないことを質問すると、図書館の職員が調べるお手伝いをしま

すよ！」というサービスです。 

 図書館の使い方から本の場所、函南町が持っていない本についてもお調べします。日常のささい

な疑問から学術的な調べものまで、本・雑誌やインターネット情報のご案内はもちろん、より詳し

い情報の得られそうな専門の施設をご紹介したりもします。お気軽におたずねください。 

※医療相談や法律相談、宿題やクイズの解答などにはお答えできません。 

  

Ｑ どんな質問があるの？（実際にあったこんな質問） 

 図書館豆知識の部屋（第４回） 
～レファレンスって知っていますか？～ 

・シソジュースの作り方が載っている本は？ 

・赤ちゃん向けの絵本で、靴下が片方なくなる本のタイトルって何？ 

・アインシュタインの有名な写真で舌を出したものがあるが、あれはなぜ 

 舌を出しているのか？ 

・上田城など、大河ドラマ「真田丸」にちなんだ場所に行きたい。 

 城めぐりやドライブルートなどの参考になる本は？ 

・函南町（函南村）の昭和５年と昭和20年の人口と戸数は？ 

・函南町興聖寺内にある小川宗助の石碑に書かれている文字が何か知りたい。 

                          ・・・などなど。 

Q レファレンスコーナーってどこ？ 

 図書館に「レファレンスコーナー」という場所があることはご存じですか？ 

 ２階のカウンター横にある、百科事典や各種辞書・地図などがまとめて置いてあ

るコーナーのことです。簡単な調べものでしたら、こちらも便利です。何かわから

ないことがありましたら、２階カウンターの職員におたずねください。 

こんな 

質問も 

してい 

いんだ！ 

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！ 

『ウィニー・ 
 ザ・プー』 
Ａ.Ａ.ミルン/著 
阿川 佐和子/訳  
新潮社 
933.7ミ 

 

 1926年に発売された児童小説『くまのプーさん』

の新訳です。 

 大人になってこの本を読むのは遅いのかもしれま

せん。しかし、新訳の本が出版されなければ、私は

読むことさえなかったと思います。表紙の絵が可愛

らしくて目に留まり、阿川佐和子さんの訳に興味が

沸きました。きっかけなんてこんなものです。 

 物語のプーは、自分の気持ちをすぐさま歌にする

名作曲家。体も気も小さい子豚や、ネガティブなロ

バなどの仲間達と楽しく暮らしています。読んでい

くと、小さい頃に体験したような懐かしい気持ちに

なります。思わず吹き出してしまうユーモアに溢れ

た本です。（さ） 

レファ レン ス⁉ 



　

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ご覧いただけます。 

「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） 

 

 締切：11月20日（日）  

 応募してもらったブックカバーデザインは  

 11月26日（土）～12月21日（水）まで  

 館内に展示し、利用者の方に投票してもらいます。  

 投票の多かったデザインについては、  

 ブックカバーとして利用者の方に配布します。  

 （年明けに配布予定）  

 ☆注意事項☆  
・ブックカバーのデザインは、別紙「文庫本サイズ用」または  

 「単行本サイズ用」の枠線の中に描いてください。  

・デザインは白黒・カラーは問いません。  

 ただし、ペンなどを使い、なるべく濃く描いてください。  

・デザインはオリジナルのものでお願いします。  

 既存のキャラクター等は使用しないでください。  

・採用されたデザインの使用の権利は函南町立図書館に帰属します。  

・１人２枚まで応募することができます。  

・氏名、連絡先を記入の上、締切日（11月20日）までに、  

 図書館カウンターに出してください。  

函南町立図書館のブックカバーを 

デザインしてみませんか？ 
 

おはなし会スペシャル 

（10：30～11：00） 

 

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　11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　12月


