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 ５月１日（月）に、函南町に道の駅がオープンしました。 

その名は、『伊豆ゲートウェイ函南』。Gateway（ゲートウェイ）とは、「入口」「玄関」と

いう意味です。全国には、1000以上の道の駅があるそうです。様々な道の駅と比べてみると楽

しいかもしれません。新しくできた「伊豆の玄関口」について学び、行ってみましょう。 

伊豆ゲートウェイ函南 

マスコットキャラクター 

マモリくん 

５月の図書館 

２階地域展示は 

「伊豆ゲートウェ 

イ函南」を特集 

しているよ！ 

見に行ってみよ 

う！ 

 

住所：〒419-0124 函南町塚本887-1 

電話：055-979-1112 

アクセス：伊豆縦貫自動車道函南塚本ＩＣから車で1分 

施設内容：レストラン・カフェ（9：00～18：00） 

     物産販売所（9：00～18：00） 

     コンビニ（24時間営業） 

     観光情報案内交通情報案内（9：00～18：00） 

     展望歩道橋 

     駐輪場（ロードバイク用スペース有） 

     Free Wi-Fi有 

サイクリストにも 

おすすめの道の駅 

だな・・・ 

地域展示の 

どこかに 

隠れたぼく 

をさがして 

みてね！ 

書名 著者名 請求記号

冒険半島伊豆へようこそ！
伊豆半島ジオパーク
推進協議会／監修

291.54ホ
K291ホ

東海・北陸・信州道の駅
徹底オールガイド

みちのえき倶楽部／著 291.5ト

しずおか自転車ツーリング
静岡県サイクルツーリズム

協議会／監修
291.54シ
K290シ

☆２階地域展示の職員オススメ本☆



請求記号

626.9ノ

626.7ア

626.9シ

請求記号

689.5フ

Ｆモク

291.3ハ

請求記号

913ト

Ｅア

Ｅキ

☆２階 ＹＡ特別展示　「行楽・旅行」

 　　　　 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（4/29～5/25)。

         ※展示中の本も借りることができます。

☆２階 特集展示　「新緑・園芸」

　５月４日はみどりの日です。みどり
の日にちなんで、２階では新緑や園
芸・ガーデンニングの本を展示してい
ます。
　家庭菜園やガーデニングに興味は
あってもまだやったことがないという
初心者さんにも、何年も続けていると
いうベテランさんにも楽しめる本が
いっぱいです。ぜひ手に取ってみてく
ださい。

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

農家が教える
野菜の収穫・保存・料理 西東社編集部／編

小さくても素敵な花壇づくり 天野 麻里絵／著

失敗しない野菜作り入門 主婦の友社／編

　風薫る心地よい季節になりました。
この季節に家の中で過ごすのはもった
いないことです。
　テーマパークで思いっきり笑った
り、自然に触れて美味しい空気を堪能
したりして楽しみましょう。
　今月のＹＡ展示は、行楽・旅行に関
する本を集めました。ぜひ参考にして
みてください。

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ニッポンの観覧車 福井 優子／監修・文

アクアリウムにようこそ 木宮 条太郎／著

山歩きイラストブック 羽田野 由紀子／著

やすい すえこ／作

☆１階特集展示 　「母の日」

　皆さんは普段からお母さんにきちん
と感謝の気持ちを伝えていますか。恥
ずかしくて伝えていない人、タイミン
グがなかなかつかめなく言えていない
人、チャンスですよ！
　５月14日は母の日です。お母さんに
「ありがとう」の気持ちや大好きな気
持ちをぜひ伝えましょう。

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

とっておきの笑いあります!
もう一丁!!

小川 未明[ほか]／作

マックスがどうしても
あげたいものは…

マーサ・アレクサンダー
／作

こねこのははのひ



　

端午の節句にちなんで・・・ 
折り紙で鯉のぼりや兜を作りました 

子育てふれあい・地域交流センターの入口付近に大きなこいのぼりが 

飾ってあったのはご存じでしょうか？実はその近くに、図書館の本を使って 

折った兜やこいのぼりもあったのです。四季の折々の移ろいに合わせ、 

季節や行事ごとに折り紙などで彩りを加えてみてはいかがでしょうか。 

『節句のおりがみ』 
丹羽 兌子／著 

誠文堂新光社 

754.9ニ（２階開架） 

こいのぼり、あやめの

花、金太郎が載って

います。 

『きせつのおり紙』 
 新宮 文明／著 
 小学館 
 754シ（１階開架） 

こいのぼりや兜が 

載っています。 

オリジナルメモ帳を作ってみよう 

おはなし会スペシャル  「こどもの読書週間」に伴い、４月２２・２３日（土・日）にイベ

ントを開催しました。２２日（土）の「オリジナルメモ帳を作って

みよう」では、参加者それぞれ自分だけの素敵なメモ帳を作

り、力作が出来上がりました。２３日（日）の「おはなし会スペ

シャル」では、絵本などの読み聞かせや簡単な工作を行い

ました。皆さん楽しいひと時を過ごしていました。ご参加あり

がとうございました！ 

こどもの読書週間にイベントを行いました！ 

皆、それぞれかわいい 

メモ帳が出来上がり、 

満足そうでした！ 

工作では「くるくるとんぼ」 

やくるくる回る「へび」を作 

って楽しく過ごしていました。 

 

かわいい 

メモ帳できたよ♪ 

※「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中です。 

  図書館１階・２階のエレベータ付近に設置してあります。お気軽にご利用ください。 

  ◆ 期間：４月23日（土）～５月12日（木）まで 



　

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。 

休館日 

おはなし会 

（10：30～11：00） 

おはなし会 

（15：30～16：00） 

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！ 

『くまのテディ・ロビンソン』 

 ジョージ・G・ロビンソン／作 

 福音館書店     

 所蔵場所： 

 １階開架（933 ロ） 

 

図書館職員のオススメ本紹介 

レファレンス事例 

Ｑ．タイトルを忘れた絵本。内容は、

妹ができて、お母さんが妹にばかり

かまっている。お姉ちゃんが寂しがり、

最後にお母さんにぎゅっとしてもらう

話。優しい感じの絵。 

Ａ．ヒントを頼りに、利用者

と相談しながら検索をし、 

『あさえとちいさいいもうと』

（福音館書店）であることが

分かりました。 

Ｑ．学校でプラ板を作るので、 

その参考になるイラストの本

を探しています。 

Ａ．小学校１年生にプレ

ゼントするので、キャラク

ター等のかわいいものと

いうことで何冊か紹介し

ました。 

『かわいい！イラスト』

（金の星社）、『プラバン

でかわいい北欧風手作

りアクセサリー』（ネコ・

パブリッシング） 

Ｑ．大岡信さんの詩集で  

  最新のもの。 

Ａ．当館所蔵のものでは、

2016年４月発行の『自
選大岡信詩集』（岩波書

店）が最新です。 

Ｑ．カウンターに飾ってある折り紙

の作り方が載っている本は？ 

Ａ．『おりがみで作るオーナメン

ト』（誠文堂新光社）、『誰でもか

んたんにできるくす玉ユニット折

り紙』（日本文芸社） 

読んでね♪ 

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

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　6月

レファレンスサービスって 

知ってますか？ 

 

・・・例えばこんな質問に  

   お答えします。 

函南町立図書館 

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！ 

 ”テディ・ロビンソンは、大きくて、だきごこちのいい、ひとなつっこいくまのぬ

いぐるみさんでした。（中略）テディ・ロビンソンは、デボラのおきにいりのくま

でした。デボラも、テディ・ロビンソンのおきにいりの女の子でした。” 

  

 このお話を読むと、いろいろ大変なことがあっても「きっと大丈夫！」と思え

てきます。ぜひ、身近な大人の方のやさしい声で読み聞かせてあげてくださ

い。読んでもらったことも、おはなしのあらすじも忘れてしまうかもしれません。

けれど、このおはなしを楽しんだ子どもの心の中には、どんなときでも自分を

幸せにできる力が育っていることでしょう。（ＯＮ） 


