
　2017年４月号　　　　　　　　　Ｎｏ．37

    　　函南図書館だより
　発行：函南町立図書館
　住所：函南町上沢107番地の1
　TEL ：055-979-8700
  FAX ：055-979-8711

 子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こどもの読書週間」は

1959年（昭和34年）にはじまりました。開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を

手渡すさまざまな行事が行われてきました。幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、

ものごとを正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか…。子ども

に読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書

週間」です。   

工作教室 

「オリジナルメモ帳を作ってみよう」 
世界にひとつだけのメモ帳を作りましょう。本と同

じ形のものを作るので、本の作り方も学べます。 

 日時：４月22日（土）14時～15時30分 

 場所：図書館２階研修室 

 対象：小学生（１・２年生は保護者同伴） 

 募集人数：15人（先着順） 

 持ち物：はさみ、のり、ものさし 

 申込み：図書館カウンターか電話で 

          お申込みください。 

「しおり・ブックカバーのプレゼント」 
「こどもの読書週間」のデザインがされた 

 しおりとブックカバーをプレゼントします。 

  期間：４月22日（土）～５月14日（日） 

  場所：図書館１階、２階 

 

4/23～5/12は 
こどもの読書週間です 

「おはなし会スペシャル」 
絵本などの読み聞かせ、 

簡単な科学遊びをします。 

 日時：４月23日（日）14時～15時 

 場所：図書館１階キッズルーム 

 対象：小学生（幼児は保護者同伴） 

  ※申込み不要です。 

   直接会場へお越しください。 

2017年 こどもの読書週間 標語 

      ４月です。 

入園、入学、進級、進学… 

それぞれの 新しい生活がはじまります。 

どんな人と出会うのかな？ なかよく なれるかな？ 

どんなできごとが まっているかな？ 

準備はできていますか？ 

わくわく ドキドキの春が さぁ はじまるよ！ 

 

書名 著者名 請求記号

わたしたちの帽子 高楼　方子／作 913タ

いちねんせいになったから!
くすのき　しげのり／作

田中　六大／絵
Ｅタ

学校をかざろう!たのしい壁かざり 鈴石　弘之／監修 750カ

☆１階特集展示オススメ本☆



請求記号

786.3ウ

774ツ

837.8ス

 

請求記号

378ヒ

378サ

378ア

請求記号

379.7フ

375フ

Ｆショ

☆２階 地域特別展示　「発達障害」

 　　

　

☆2階 特集展示　「チャレンジ！」～新しいこと、始めてみませんか？～

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

ガールズキャンプ
のはじめ方

兎村　彩野／著

歌舞伎にすと入門 辻　和子／著

60歳からはじめられる
ゆっくりていねい英会話

杉本　正宣／著

☆２階地域特別展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

自閉症の僕が
跳びはねる理由

東田　直樹／著

最新子どもの発達障害事典 原　仁／責任編集

うちの子は育てにくい子 アマミ　モヨリ／文・絵

小路　幸也／著

☆２階 ＹＡ特別展示　「部活動」

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

ふせんノート術 坂下　仁／監修

部活魂! 岩波書店編集部／編

ピースメーカー

 春はさまざまなことのはじまりの時。 

暖かくなり、気持ちも軽やかになります。 

趣味・資格の勉強、語学のステップアッ 

プなど、今年こそ新しいことにチャレン 

ジしてみませんか？ 
 

 部活動は学生時代の貴重な経験の１

つです。野球部、バスケットボール部、

バレーボール部、吹奏楽部、美術部、

茶道部…。それぞれの学校に様々な部

活動があるかと思います。 

 今回のＹＡ特別展示では、そんな部

活動に関係した本を集めてみました。

ぜひ手にとってみてください。 

 

 日本では４月２日～８日を「発達障害啓

発週間」として、さまざまな活動を行って

います。発達障害は、脳の機能の発達によ

る生まれつきの障害です。会話・学習・運

動面などの発達に偏りがあり、障害の種類

により違いがあります。今回は発達障害の

本を集めましたので、ご覧ください。 

  

特集展示コーナーのお知らせ 

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(３/25～４/27)。 

                         ※展示中の本も借りることができます。 

４ 月 



　

もっと詳しいランキングが見たい方は、 

図書館に掲示しますのでご覧ください！ 

【一般書】 

【地域資料】 

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！ 

 

 今回ご紹介するのは、『スウガクって、なんの役に立ちますか？』で
す。中学、高校と進むにつれて文系学生だった私は、いつもこの本のタ
イトルと同じことを友人達と話していたものです。この本は、小中高生
向けの月刊誌「子供の科学」に連載されていた記事をもとに、身近な生
活の中で「役に立つ」ことに重点を置いて大人向けに書き換えたものだ
そうで、学生時代の私の疑問に答えてくれるのかもしれないと思い、読
んでみました。 
 震災などの災害の多い我が国において、建物から外に出るといった限
られた空間においては、スウガク的には「あわてず、落ち着いて、普通
に歩いて避難」するのが良いそうです。このことについては、「セル
オートマトン」という数学図表を用いて、わかりやすくシュミレーショ
ンし、説明してくれます。 
 その他にも「ヘタな字も方向オンチもなおる！」など、楽しい数学的
な話がたくさんあります。文系の人にも楽しんで読んでいただけて、更
に生活の中で役に立つ情報を得られるというお得な１冊です。（Ｍ.Ｍ） 
 

『スウガクって、なん 

 の役に立ちますか？』 
 杉原 厚吉／著 
 誠文堂新光社 
 410.4ス（２階開架） 

順位

4

人魚の眠る家

東野　圭吾／著

羊と鋼の森

宮下　奈都／著

3
虚ろな十字架

東野　圭吾／著

2
ラプラスの魔女

東野　圭吾／著

書名／著者名

1
火花

又吉　直樹／著

順位

マガジンハウス／出版

2
婦人公論

中央公論新社／出版

3
オレンジページ

オレンジページ／出版

書名／出版社

1
クロワッサン

【雑誌】 

【児童書】 

【絵本】 

【ＣＤ】 

【ＤＶＤ】 

（平成28年４月１日～平成29年3月23日） 

順位 タイトル名／出版社

1
民謡　上

 King Record／出版

順位 書名／著者名
沼津・三島・富士雑貨屋＆カフェさんぽ

ふじのくに倶楽部／著
沼津・三島・富士すてきな雑貨屋さん＆カフェさんぽ

ふじのくに倶楽部／著
2

順位

須田　裕美子／監督

タイトル名／監督名

1
ちびまる子ちゃん「まる子、トイレに立てこもる」の巻

順位

上橋　菜穂子／著

4
時の迷路　続

香川　元太郎／作・絵

5
鹿の王　上

3

時の迷路　[正]

香川　元太郎／作・絵
2

進化の迷路

香川　元太郎／作・絵

書名／著者名

1
かいけつゾロリ（シリーズ）

原　ゆたか／作・絵

順位

2

3

そらまめくんぼくのいちにち

なかや　みわ／作

100かいだてのいえ

いわい　としお／作

書名／著者名

1
ミッケ！（シリーズ）

ウォルター・ウィック／写真



　

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） 

おはなし会スペシャル 

（14：00～15：00） 
※簡単な工作も行います。 

 

視覚に障がいのある方のために音訳図書（録音図書）を作成します。 

性別・年齢は問いません。町外の方でも構いません。 

興味のある方は、ぜひお申込みください。 

◆対象   ・ボランティア養成講座全日程に参加可能な方。 

      ・受講後も継続して音訳図書作成のボランティアができる方。 

 

◆募集人数 10名程度 

 

◆日時     

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受講場所  図書館２階 研修室 

 

◆申込締切  ４月16日（日）まで 

 

◆申込方法  申込用紙に必要事項を記入の上、図書館カウンター、 

             または、FAX（055-979-8711）にてお申し込みください。 

       ※申込用紙は図書館カウンター、図書館ホームページで入手できます。   

 

☆平成29年度 函南町立図書館音訳ボランティア募集☆ 

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

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5月

第１回 ４月 21 日（金） 第６回 10月 20日（金） 

第２回 ５月 19 日（金） 第７回 11月 17日（金） 

第３回 ６月 16 日（金） 第８回  １月 19 日（金） 

第４回 ７月 21 日（金） 第９回  ２月 16 日（金） 

第５回 ８月 15 日（金） 第 10 回 ３月 16 日（金） 

いずれも 10時 00分から 12 時 00分まで 

皆様のご応募お待ちしています！ 

お気軽にご連絡ください。 


