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 ２月14日は「バレンタインデー」、

愛の日です。日本では女性から男性に

チョコレートを贈り、愛を伝える日。

ですが、さまざまな国の風習を取り入

れ、性別や関係は問わず、この機会に

大切な人へ感謝の気持ちを伝えてみま

せんか。 
 

バレンタインデーとは？ 
 

 女性から男性に向かって恋を打ち明ける日とされ、

日本では愛の証としてチョコレートを贈ります。 

 この習慣は、1958（昭和33）年にメリーチョコ

レートが東京・新宿の伊勢丹で販売促進のための

キャンペーンとして展開したことから大きく広まっ

たといわれています。 

 最近では、家族や同僚・友人同士で贈ったり、自

分へのご褒美とすることもあるようです。 

 

バレンタインデーの風習 
 

 ・17世紀頃には、その日はじめて会った異性を「わたしのヴァレン 

  タイン（My Valentine）」と呼んで、1日限りの恋人としていた。 

 ・欧米では、恋人たちが互いに花束や菓子を贈る。 

 ・フィンランドでは、「友情の日」という名前でお祝いされている。 

 ・イタリアのウンブリア州テルニには、聖ヴァレンタインの遺体が 

  葬られているとされる聖バレンティーノ教会があり、この日はミサ 

  に参列する人の行列ができる。 

   など、時代や国によってさまざまです。 

バレンタインの起源や由来

は、いくつか説があるよう

ですよ。展示コーナーでご

紹介していますので、ぜひ

お立ち寄りください！ 

タイトル 著者 請求記号

贈り物にしたい
大人のショコラ

黒川 愉子／著 596.65ク

キリスト教歳時記 八木谷 涼子／著 196ヤ

60歳のラブレター 感謝 NHK出版／編 367.3ロ



請求記号

Eノ

Eハ

913ﾊ

 

請求記号

K089.2ｶ

K089.2ｶ

K089ｾ

請求記号

498.58ｲ

492.75ﾔ

141.6ﾄ

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

☆１階 特集展示　「節分・バレンタインにちなんだ食べ物」

タイトル 著者

おばあちゃんのえほうまき 野村 たかあき/作・絵

チョコレートがおいしいわけ はんだ のどか/作

泣いた赤おに 浜田 広介/作,西村 敏雄/絵
宮川　健郎/編

☆２階 特集展示　「富士山」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

知られざる富士山
秘話 逸話 不思議な話

上村 信太郎/著

カメラが撮らえた富士山の
明治・大正・昭和

石津 伸子/編著

世界文化遺産富士山の
すごいひみつ100

グループ・コロンブス
/編

☆２階ＹＡ 特集展示　「健康」 ～踏ん張れ、受験生～

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ちょっと具合のよくないと
きのごはん

岩崎 啓子/著
石川 みずえ/著

指３本で確実に捉える
不調に効くツボ

柳本 真弓/著

やさしくあがりを治す本 鳥谷 朝代/著

特集展示コーナーのお知らせ 

 １階の展示では、節分やバレンタ

インにちなんだ、鬼やお菓子などの

本を集めました。 

 節分といえば、豆まきですね。豆

まきで鬼を追い出し、福を招き入れ、

そして豆を年の数だけ食べて、１年

間の無病息災を祈りましょう。 

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(1/28～2/19) 

※展示中の本も借りることができます。 

 皆さんは「富士山」というと何を思い

浮かべますか？世界文化遺産、日本一高

い山、赤富士、逆さ富士、初日の出… 

 私たちは富士山が身近にあるので、そ

の分感じることや思いがたくさんあるか

と思います。 

 ２月23日は「富士山の日」です。この

機会に富士山をもっと身近に、もっと詳

しく知り、富士山を愛する気持ちを高め

ていきましょう！ 

 受験シーズンに突入し、 

疲れも、緊張も、ピークに達している 

今が、体調を崩しやすいんです。 

 受験生も、そうでない人も、 

風邪に負けない体を 

作りましょう。 

２ 月 



著者 請求記号

山下 澄人
Z903

（2階雑誌）

Ｆヤマ
(2階開架)

著者 請求記号

恩田 陸 Ｆオン
(2階開架)

　タイトル 作品内容

「しんせかい」

※新潮2016年7月号
※図書もあります

19歳の山下スミトは演劇塾で学ぶた
め、船に乗って北を目指す。辿り着
いたその先は<谷>と呼ばれ、俳優や
脚本家を目指す若者たちが自給自足
の共同生活を営んでいた。気鋭作家
が自らの原点と初めて向き合い、記
憶の痛みに貫かれながら綴った渾身
作。

タイトル 作品内容

「蜜蜂と遠雷」

養蜂家の父とともに各地を転々とし,
自宅にピアノを持たない少年、かつ
ての天才少女、サラリーマン…。ピ
アノコンクールを舞台に、人間の才
能と運命、音楽を描いた青春群像小
説。

第156回芥川賞・直木賞の選考会が１月19日に築地・新喜楽で開催され、決定しま

した。受賞作をお知らせします。 

 ※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） 

『今夜、流れ星を見るために』 

 星空さんぽ編集部／編 

 誠文堂新光社 

 所蔵場所： 

 ２階開架（447コ） 

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！ 

 みなさんは、流れ星を見たことがあります

か？流れ星は、条件が整えば誰でも見ること

ができます。特別な道具もいりません。この

本にも書いてありますが、実は普通の夜でも

１時間に４～５個は流れているといわれてい

て、意外と見るチャンスは多いものなのです。

そうは言っても見るのは難しいと思う、そも

そもいつどこで見ればいいのかわからない…

そんな方もいらっしゃると思います。 

 この本は「いつ・どこで・どのような」等

の基本的なことや撮影の仕方など、写真やイ

ラスト付きでわかりやすく教えてくれます。

読めばきっと流れ星を見たくなるはずです。

今夜、流れ星を見に行きませんか？ （ま） 

  

 『はじまりの日』 

 ボブ・ディラン／作 

 ポール・ロジャース／絵 

 アーサー・ビナード／訳 

 岩崎書店 

 所蔵場所： 

 １階開架（Ｅロ） 

 ボブ・ディランの『Forever Young』と

いう曲を元に描かれた日本語版絵本です。 

『Forever Young』という曲は、彼が自分

の息子を想いながら作曲した曲です。こ

の絵本の各所には、ボブ・ディランの音

楽や彼に影響を与えた人々が登場してお

り、その解説をしている巻末のページも

見どころの１つです。 

 シンプルな言葉で子どもにも分かりや

すく描かれていますが、子供だけでなく、

大人も楽しめる絵本になっていると思い

ます。彼の曲を聴きながら絵本を開いて

みると、さらに味わい深く読むことがで

きると思います。（ひ） 

  



　

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） 

※2/5（日）は13：00から開館します。 

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

13:00～

開館

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　3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。 

図書館開館カレンダー  

２月5日（日）は 
     13：00～開館します 
                                                                  

 ●２月5日（日）に函南町駅伝

大会が開催されます。駅伝大会

のゴールが函南町文化センター

になっており、駐車場が確保で

きないことや、かんなみ知恵の

和館への来館者の安全確保が困

難になるため、開館時間を変更

させていただきます。 

 

●休館中の返却はブックポストをご利用

ください。ブックポストは、かんなみ知

恵の和館入口左側にあります。ただし、

ＣＤ・ＤＶＤ、大型絵本、紙芝居、 

ＣＤ・ＤＶＤの付録がついた本や雑誌、

他の図書館から借受した本は、ブックポ

ストではなく、３月１日（水）以降に直

接カウンターに返却してください。 

  

●休館中も図書館ホームページから蔵書

検索、資料の予約、延長を行うことがで

きますが、予約した資料の受け取りは３

月１日（水）以降となります。 
※システムのメンテナンスのため、蔵書検索等

ができない日時があります。詳しくは図書館

ホームページをご覧ください。 
ご迷惑をおかけしますが 

ご協力お願いいたします。 

函南町立図書館 

２月20日（月）～２月28日（火）は 
蔵書点検のため休館します 

２月21日（火）から図書館ホームページのアドレスが変わります 
図書館システムのバージョンアップに伴い、図書館ホームページアドレスが変更となります。 

２月21日（火）以降は旧アドレスからのアクセスができなくなりますので、お手数ですが

ブックマーク（お気に入り）等の設定を変更いただけますよう、お願いいたします。 
 

●新アドレス https://www.lib100.nex-service.jp/tosyokan.town.kannami/ 


