
　

　２０１７年７月号　　　　　　　　Ｎｏ．４０

    　　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

  ８/１８（金） 

   14：00～15：30 

  「ブッカー＆しおり作り」 
図書館の本と同じように自分の本に 

フィルムカバーを貼ったり、オリジ 

ナルのしおりを作ったりします。 
 

対象：小学４年生～中学３年生 

定員：12名（先着順） 

持ち物：単行本サイズの本１冊 

 （縦19cm×横13cmぐらい） 

申込：7/14（金）～ 

   図書館カウンターか電話にて 

 

 ７/３０（日）13：30～15：00 

 「恐竜の絵を描こう」 
 絵本作家 黒川みつひろさんによる体験型講座 

 対象：４歳（年中）～小学６年生（保護者同伴） 

 定員：50名（先着順）   

   申込：締め切りました（定員に達しました！） 

  ８/８ （火） 

   10：00～11：30 

   ８/１０ （木） 
     14：00～15：30  

 「ちぎり絵でうちわを作ろう」 
 

ちぎり絵を貼ったり、絵を描いた

りして、自分だけのうちわを作っ

て夏を涼しくすごしましょう。 
 

対象：4歳（年中）～小学6年生 

（小学２年生までは保護者同伴） 

定員：各回15名（先着順） 

持ち物：色鉛筆・はさみ・のり 

申込：7/14（金）～ 

   図書館カウンターか 

   電話にて 

③ 
 ８/６（日） 

     15：00～15：30 

 「おはなし会スペシャル」 
 

楽しいパネルシアターによる

おはなしを用意しています。 
 

対象：どなたでも 

申込：不要 

場所：キッズルーム 

② 

⑤   

④ 

① 

日にち 時間 場所

「めんぼーくんと遊ぼう！」
※問い合わせは子育て交流センターへ

10：00～11：30
　知恵の和館
　 １階多目的室

絵本作家黒川みつひろさんによる

体験型講座

「恐竜の絵を描こう」
13：30～15：00

　知恵の和館
　 １階多目的室

② ８月４日（金） 10：00～11：30  図書館 ２階研修室

③ ８月６日（日） 15：00～15：30
 図書館

　１階キッズルーム

８月８日（火） 10：00～11：30

８月10日（木） 14：00～15：30

⑤ ８月18日（金） 14：00～15：30  図書館 ２階研修室

①

④

イベント名

夏休み
わくわくまつり

７月30日（日）

　「これならできる！自由研究」

　「おはなし会スペシャル」

 図書館 ２階研修室

　「ブッカー＆しおり作り」

  「ちぎり絵でうちわを作ろう」

 ８/４（金） 

     10：00～11：30 

「これならできる！ 

         自由研究」 
夏休みの自由研究に、科学遊びや

工作をしませんか？ 
 

対象：小学１年生～中学３年生 

（小学１・２年生は保護者同伴） 

定員：15名（先着順） 

持ち物：はさみ・のり 

申込：7/14（金）～ 

      図書館カウンター 

        か電話にて 

 



　　　　

                  １階 夏の特別展示「自由研究」 

                        １階 特集展示「七夕」 

                                          

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。 
    (6/24～7/27)   ※展示中の本も借りることができます。 

タイトル 著者 請求記号

もう おねしょ しません
寺村 輝夫／作

いもと ようこ／絵
Ｅイ

たなばたバス 藤本 ともひこ／作・絵 Ｅフ

　かこさとしこどもの行事
　しぜんと生活　７月のまき

かこ さとし／文・絵 386カ

　　   ☆１階特集展示の職員オススメ本☆７月７日は七夕です。 

七夕飾りをつくって飾ったり、 

短冊にお願いをかいたりしますね。 

七夕のおはなしをよんだり、 

飾りにどんな意味があるのか、 

調べてみたりしましょう。 
  

 

 

 

 

  

『エコ手芸でお店屋さん 
 フェルトのお花屋さんほか』 
 寺西 恵里子／作 
   汐文社  （594テ） 

『つくって遊ぼう! 
   ちょっとの時間でできるかんたん 
     おもしろ工作 4・5・6年生』 
 立花 愛子／著，佐々木 伸／著 
メイツ出版  （750タ） 

『きむらゆういち・みやもとえつよしの 
ガラクタ工作 第11巻』 

 きむら ゆういち／著，みやも とえつよし／著 
チャイルド本社  （750キ） 

本には、 

楽しい工作や 

おもしろい 

科学の実験 

が載っているよ！ 
 みんなも、 

作ってみてね！ 

『使える!役立つ!はつめい工作』 
 きむら ゆういち／著，みやもと えつよし／著 
いんなあとりっぷ社   
（750キ） 

『作って遊んで大発見!不思議おもちゃ工作』 
 平林 浩／著，モリナガ ヨウ／絵 
太郎次郎社エディタス （750ヒ） 

タイトル 著者 請求記号

おまかせ自由研究＆調べ学習 朝日小学生新聞編集部／編・著 375オ

コツがわかる！工作のきほん４ 寺西 恵里子／作 750テ

エコ手芸でお店屋さん 寺西 恵里子／作 594テ

　　  ☆１階特別展示の職員オススメ本☆



請求記号

Ｆオノ

488.6フ

617.6ミ

 

請求記号

367.9キ

366.3モ

367.4オ

請求記号

382.1コ

575.9サ

386.8オ小野 和哉／著

☆２階 YA特集展示　「夏だ！祭りだ！」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

心にひびく日本のしきたり 酒井 信彦／監修

花火のふしぎ 冴木 一馬／著

今日も盆踊り

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

境界を生きる
毎日新聞「境界を

生きる」取材班／著

これで解決。働くママが
必ず悩む36のこと

毛利 優子／著

オトナ婚です、
わたしたち

大塚 玲子／著

☆２階 ミニ展示　「男女共同参画」

 　　

　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(６/24～７/27)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※展示中の本も借りることができます。

☆2階 特集展示　「涼しい本を読もう」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

残穢 小野 不由美／著

南極がこわれる 藤原 幸一／写真・文

ミントのチカラ NHK出版／編

   ２階 特集展示コーナーのお知らせ 

 毎年６月23日から29日までの１週間は

「男女共同参画週間」です。この週間は、

男女共同参画社会基本法の目的や基本

理念について理解を深めることを目指して

います。 

 図書館では、「2017男女共同参画おす

すめＢＯＯＫ１００＋α」を参考に関連資料

を集めました。 

 この機会に、男女共同参画社会とはどん
な社会でどんな取り組みが必要なのかを

考えてみませんか。 

  青い空 入道雲 海 山  

  ゆかた 花火 太鼓 夏祭り 

 夜空を見上げたら、彦星や織姫も微笑んで
いるかもしれません。 

 なにもかもがキラキラの夏。 

 意外と短い夏をめいっぱい楽しんでしまう

本を展示しています。 

 夏を快適に過ごせるように、暑い夏

に負けない涼しい本を集めました。 

 たくさんの本を読んで、読書の夏にしま
しょう。 



　

函南町立図書館 

＊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） 

 課題図書は利用の頻度が高

いため、夏休み期間中は、な

るべく多くの対象者の方にご

利用いただけるよう、貸出方

法を変更します。 

 ご協力をお願いいたします。 

ルールを

守って 

使いましょ

う！ 

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7月

学習目的で図書館を利用する方のために、下記の日程で研修室を開放します。 

図書館開館カレンダー  

対象期間
　７月22日（土）～８月27日（日）まで
（図書館休館日及び図書館のイベントがある日は除く）

場所 　図書館２階　研修室

注意事項

・ゲーム機、携帯電話の使用は禁止です。
・研修室内での飲食はできません。
・貴重品の管理は各自で行ってください。
・他の利用者の迷惑にならないように勉強してください。

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8月

おはなし会スペシャル 

（15：00～15：30） 

対象図書
　・静岡県夏休み推薦図書
　・静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書
　・青少年読書感想文全国コンクール課題図書

対象期間 　７月１日（土）～８月31日（木）まで

対象者
　小学生～高校生
　※多くの子どもが借りられるよう、
　　期間中は、対象者以外の貸出はご遠慮ください。

貸出冊数
　１人１冊まで
　※自動貸出機は使用できません。
　　カウンターまでお持ちください。

貸出期限
  １週間以内
　※延長、予約はできません。


