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☆☆本の福袋作りました☆☆ 

ｚ 

あけましておめでとうございます。実は・・・・今年図書館では、福袋をつくりました。 

この中には職員オススメの本が３冊ずつ入っています。 

昨年、職員たち総出で選んだ福袋、手にされた方はいらっしゃいますか？ 

全部で48袋用意しましたので、運がよければお手にされた方もいるのでは？？ 

何が入っているかは、借りてみてからのお楽しみ... 

 

 
 

＜テーマ例＞ 

○新しいことに挑戦したいと思っているあなたへ 

○正月太りも解消するかも⁉ あのスポーツの本 

○思わず人に話したくなる本 

○文豪たちのあれこれ 

○懐かしの昭和          ・・・・・・・などなど 

昨年応募していただいたブックカバーデザインの 

利用者投票が終了し、ブックカバーデザインが 

決定いたしました。みなさん、たくさんのご応募、 

ご投票ありがとうございました。 

 

【文庫本】1位 53番 高野 あかりさん 

  －文庫本ー 

２位  50番  松橋 仁さん 

３位  54番  髙野 祥さん 

４位  49番  星合 優伽さん 

  －単行本－ 

２位  90番  高野 あかりさん 

３位  88番  松橋 仁さん 

４位  58番  内藤 叶望さん 

90点もの応募の中から選ばれた作品は・・・・・！？ 

【単行本】1位 89番 久保田 麻愛さん 



請求記号

Eワ

488ス

488ト

 

請求記号

235.3リ

489.5ア

933.7ケ

請求記号

911.14ア

Ｅラ

386ミ

はつてんじん 川端 誠/作

子どもに伝えたい春夏秋冬
和の行事を楽しむ絵本 三浦 康子/著

☆２階ＹＡ 特集展示　「お正月の遊び」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

恋する「小倉百人一首」 阿刀田 高/著

パリ地下都市の歴史
ギュンター・リアー，
オリヴィエ・ファイ/著

古川 まり/訳

パンダ飼育係 阿部 展子/著

オン・ザ・ロード
ジャック・ケルアック/著

青山 南/訳

とりのせかい ルース・トムソン/文
モーリス・プレッジャー/絵

☆２階 特集展示　「最初の読者になりませんか？」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

タイトル 著者

ぼくとりなんだ 和歌山 静子/作・絵

鳥の巣の本 鈴木 まもる/著

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

☆１階 特集展示　「とり」

特集展示コーナーのお知らせ 

 2017年は酉年です。そこで、

“とり”の本を集めました。 

 あの鳥の名前は何だろう？ 

 鳥ってどれくらいの高さまで

飛べるの？ 

 鳥のことをたくさん知って、

鳥博士になりましょう！  

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(12/23～1/26)。 

※展示中の本も借りることができます。 

 2016年もたくさんの本が貸出

されました。その一方で、ずっ

と本棚で出番を待ち続けている

本もあります。 

 そこで、面白いのに日の目を

見てこなかった本をピックアッ

プしました。まずは一度、手に

取ってみてください。 

 そして、最初の読者になって

みませんか？ 

 

 お正月に連想される遊びはいろい

ろありますが、この頃はあまりやら

ないかもしれませんね。おせち料理

の一つ一つにこめられた意味がある

ように、お正月の遊びにもそれぞれ

のいわれがあるようです。 

 家族団らんのひとときに今まで

やったことがない遊びを試してみま

せんか？思わぬ幸運が舞いこんでく

るかもしれませんよ。 



★冬休みわくわくまつりを行いました★ 

１階特別展示 

12月の「クリスマスツリーにかざろう」でみんながおすすめしてくれた本 

を集めました。みんなのおすすめ本を読んでみましょう！ 

                                          （場所：１階 こども図書館入口） 

みんなのおすすめ本 

＜おすすめ本例＞ 

○『あらしのよるに』  

        きむら ゆういち/作，あべ 弘士/絵 （Eア） 

○『パンダ銭湯』  

                   tupera  tupera/作 （Eツ） 

○『ペレのあたらしいふく』  

     ｴﾙｻ・ﾍﾞｽｺﾌ/作・絵，おのでら ゆりこ/訳 （Eへ） 

○『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』  

                  廣嶋 玲子/作，jyajya/絵  （913ヒ） 

○『動物と話せる少女リリアーネ』  

      ﾀﾆﾔ・ｼｭﾃｰﾌﾞﾅｰ/著，中村 智子/訳 （943シ）  

昨年12月18日（日）、かんなみ知恵の和館では冬休みわくわくまつりを行いました。 

午前中には、人形劇団ハリケーンさんによる人形劇、午後は、三島南高校の生徒企画の 

手遊びや読み聞かせ、そして図書館職員と三島南高校の生徒との合同企画「クリスマス 

カード＆リースを作ろう」の工作教室を行いました。 

～たくさんの方のご参加、ありがとうございました～ 

クリスマス

カードと 

リースを作り

ました★ 

かわいいの 

がいっぱい 

できたよ♪ 

みんな真剣に 

製作中です... 

アイディアいっぱい！！ 

個性あふれる作品が 

次々にできがりました☆☆☆ 

みんな、 

たくさんのおすすめ本 

ありがとう！！ 



　

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） 

『読めよ、さらば憂いなし』 

 松田 青子 /著 

 河出書房新社/出版 

 019.9マ 

 （2階開架） 

『「山城歩き」徹底ガイド』 

 洋泉社/出版 

   291.09ヤ 

 （2階開架） 

 

 日本の城といえば、天守閣のイメージをもっている
方が多いのではないでしょうか。しかし最近では、天

空の城と称される「竹田城」がテレビCMに取り上げら

れて以降、山城が注目を浴びています。 

 この本では全国の山城16城について、専門家が

ルートに沿って、その特徴と見どころを紹介してくれ

ています。山城の代表格で、三島市にある「山中城」

についても詳しく紹介されていますので、この本を読

んで、実際に山城に行ってみてはいかがでしょうか。 

 山城歩きは歴史を体感できるだけではなく、ちょうど

いいウォーキングにもなるのでおすすめです。この本

は写真やイラストを使って初心者にも分かりやすく工

夫されていますので、山城歩きが初めてという人も、

ぜひこの機会に山城歩きを始めてみませんか。 

（Ｍ．Ｏ） 

 

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

平成2９年　2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2９年　1月

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。 

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！ 

 2017年…今年は本を読もう！と意気込んでいる方も

多いのではないでしょうか。しかしいざ本棚へ向かうと、

自分が何を読めばいいのかわからない、ということもま

まあります。そんなときにおすすめしたいのが本を紹介

する本＝書評本です。 

 今回ご紹介する『読めよ、さらば憂いなし』は、著者で

ある松田青子さんのエッセイを元にした書評集となっ

ています。この本では図書に限らず、映画や漫画も取

り上げられているため、幅広いジャンルの作品に触れ

ることができます。そして何より、一作品ごとの紹介が2

～3ページ程度となっているため、簡潔でわかりやす

いのです。かしこまりすぎず、率直なことばで語られる

作品はどれも魅力的に感じられ、どの本から手に取ろ

うか迷ってしまいます。 

 普段は読書しないという方も、読書量には自身のあ

る方も、新しい本に出会うきっかけにいかがでしょう。

（Ｓ） 


