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 お花見 です 

２階展示    
おすすめ本    

 『おもしろくてためになる 

       桜の雑学事典』 

    井筒 清次／著 

    日本実業出版社 

    （479.7イ） 

 『かわいい！ 

   カラフルお弁当』 

 美才治 真澄／料理 

 女子栄養大学出版部 

 （596.4ヒ） 

 『桜』－春を告げる日本の象徴－ 

『現代用語の基礎知識』編集部／編 

  自由国民社（627.7サ） 

春爛漫 桜満開 さあ、お弁当を持ってお花見へ出かけよう♪ 

 

 

 

❀花見とは❀ 

花見はかつて、田の神様へ

稲の豊作を祈る意味があっ

たと言われています。桜の

語源には諸説がありますが、

一説では「さ」は五月、早

苗の「さ」。「くら」は磐

座、高御座（座する場所）

という意味で、穀霊を迎え

る依代と考えられていたと

されています。 

 

❀桜・花言葉❀ 

桜の花言葉は「淡白・純

良な教育」と、山桜にな

ると「愛国心・純潔」と

いう花言葉になります。

どちらも桜の持つ美しさ

にぴったりな言葉ですが、

意外なのは寒桜。寒桜の

花言葉は「欺く・ちょっ

と考えさせてください」

です。 

 

３月の２階の展示テーマは 

 寒さが和らぎ、少しずつ春らしい季節になってきました。この時期の楽

しみと言えば、お花見ではないでしょうか。そしてお花見といえば、桜！ 

桜並木を歩きながら写真を撮ったり、仲間でお弁当を持ちより宴会をした

り、桜を見ながら食べ歩きもいいですね。桜を愛でながら春を感じてみて

はいかがでしょうか。 

 ３月の２階展示では、「お花見」をテーマに本を集めました。本を読ん

で知識を深め、お花見の準備をしませんか？ 
  



請求記号

Ｅヒ

913サ

Ｅサ

 

請求記号

369.3ナ

369.3イ

369.3キ

請求記号

590ヒ

366.2ニ

159サ

自分をいかして生きる 西村 佳哲／著

口ぐせひとつでキミは変わる 佐藤 富雄／著

☆２階ＹＡ 特集展示　「新生活」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ひとり暮らしの教科書 森 眞奈美[他]／監修

何が起きても命を守る
防災減災ＢＯＯＫ ゆうゆう編集部／編

「もしも」に備える食
石川 伸一／著

今泉 マユ子／著

緊急！
池上彰と考える巨大地震 池上 彰／著

さよならようちえん さこ ももみ／作

☆２階 ミニ展示　「防災」

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

タイトル 著者

えんそくごいっしょに
小竹守 道子／作

ひだ きょうこ／絵

哲夫の春休み 斎藤 惇夫／作

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

☆１階 特集展示　「春のおとずれ」

特集展示コーナーのお知らせ 

 ３月になり、だんだんと暖かく

なってきました。 

 お花や生き物も顔を出して、春

が近づいてきましたね。 

 今月はそんな「春のおとずれ」

を感じる資料を展示しています。 

 ぜひ本を開いて、春を感じてみ

てください。 

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(３/１～３/23)。 

      ※展示中の本も借りることができます。 

 備えあれば憂いなし。 

 いつ、どこで起こるか分からな

い地震や災害。新生活が始まるこ

のタイミングに、防災について見

直してみませんか？ 

 日頃からどんなことをすればい

いのか、そのためのヒントが 

詰まった本を集めました。 

 ぜひ手に取って 

ご覧ください。 

 春はもうすぐそこ。 

 新生活への準備はできていますか？ 

 新しく暮らしが変わる人、新しく暮らし

を変えたい人におすすめの本を紹介し

ます。 



　

　

今月は「キジ」で連想される言葉から本を紹介します

ドラミングなど、キジ

の不思議な生態につ

いて紹介されています。 

  

１ 『身近な鳥のふしぎ』 

頭隠して 尻隠さず 

キジも鳴かずば 

うたれまい 

  

 時々、図書館１階のキッズルームのテラスに、みごとな雄のキジがやって来るようになりました。中をのぞきこんで

は、ガラスをコツコツとノックします。『歳時記』によると、キジは留鳥ですが、春の季語なのだそうです。春の訪れを

知らせに来ているのかもしれません。真っ赤な顔に青やみどりの羽で、大きさは80センチくらいです。運がよけれ

ば出会えるかもしれません。どうかおどかさないで、静かに見守ってくださいね。 

 そこで、今月は「キジ」が出てくる本を紹介します。 

 追われて逃げ込んできたキ

ジは亡き舅の化身だった…。 

 

「雉子のはなし」 

 ３ 『小泉八雲集』 所収 

けんもほろろ 

 アメノワカヒコは天からの使いの

ナキメ（キジ）を、不吉な鳥として

天つ神から賜った弓矢で射てしま

う。その矢を見た神は、アメノワカ

ヒコの邪心があるなら当たれと

いって矢を返した。返し矢のエピ

ソード。  

   

 ２ 『古事記』 

”キジ車” または”キジ

馬”と呼ばれる素朴な郷

土玩具があります。 

 

４ 『ふるさと玩具図鑑』 

函南町立図書館 Web OPACの仕様が変わりました！ 

 ２月21日（火）に実施しました図

書館システムのバージョンアップに伴

い、web OPAC（ホームページ上の

資料検索システム）の仕様が変わりま

した。利用照会ログイン後のトップ

ページのレイアウトが大きく変わっ

ています。ぜひ新しい仕様をお試しく

ださい。 

 館内検索機も仕様が変わっています。

使い方等でご不明な点がございました

ら、図書館職員にお声かけください。 

利用照会トップページに、「図書館カ

レンダー」「貸出状況」「予約状況」

「新着資料一覧」も表示されるように

なりました！ 

タイトル 作者など 請求記号

1 身近な鳥のふしぎ 細川 博昭／著 488ホ

2
日本文学全集01
古事記

池澤 夏樹／個人編集 918ニ

3 小泉八雲集 小泉 八雲／著 933.6ハ

4 ふるさと玩具図鑑 井上 重義／著 759.9イ



　

函南町立図書館 

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） 

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！ 

 

『おくりものは 

 ナンニモナイ』 
 パトリック・ 
 マクドネル／作 
 谷川 俊太郎／訳 
 あすなろ書房 
 Eマ（１階開架） 
 

 三月は、雛祭り・ホワイトデー・卒業と、贈り物をすることの多い

季節です。そんなときに、「あの人は何が欲しいかな？」「豪華な

物？」「実用的な物？」「心を込めたもの？」…と、何を贈ればいい

のかを迷うことはありませんか？ 

 この絵本は、ムーチが大好きな友達アールに何を贈ったら喜んでも

らえるかを考えます。アールは何でも持っている。何でも持っている

友達を喜ばせるものはなんだろう…。そして、たった一つの特別では

ないけれど特別な「ナンニモナイ」をプレゼントすることにします。

大好きな友達を喜ばせたいと思う優しいムーチのお話です。 

 大切な人の喜んでくれる贈り物を見つけるヒントを、この絵本の中

からぜひ見つけてみてください。（Ｙ） 
 

『とにかくうちに 

 帰ります』 
 津村 記久子／著 
 新潮社 
 Fツム（小説文庫） 
 

 津村 記久子さんは芥川賞作家なので読みづらいのでは、と敬遠する方

もいるかもしれませんが、文章は端正で、どの小説も読みやすくておす

すめです。フルタイムで働きながら小説を書かれていたので、働く人が

思わず共感してしまうところも多いです。職場の中心人物ではないけれ

ど、堅実に働いている人たちを描くのが本当に上手な作家さんです。 

 表題作『とにかくうちに帰ります』は、大雨で交通麻痺の中、「とに

かくうちに帰りたい」という一心で駅を目指す会社員たちのお話です。

派手な事件は起こらないのですが、一年に一度くらい日本のどこかで起

こりそうなリアルさがあります。この本は短編集で、どれも職場で「あ

るある」とうなずいてしまいそうな物語ばかり。読み終わると、不思議

とまた明日から頑張ろうかなという気持ちになる一冊です。（Ｋｎ） 

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29年4月

おはなし会スペシャル 
（14：00～15：00） 

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 31

平成29年3月


