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　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

  ◆工作教室「ハロウィンの小物を作ろう」  

    10月29日（日） 14時～15時30分 
   かぼちゃの形をしたおかし入れやハロウィンの飾りの工作をします。 

    [対象] ４歳（年中）～小学６年生（小学２年生までは保護者同伴） 

   [場所] 図書館２階 研修室 

   [持ち物] はさみ、のり  

   [申込] 図書館カウンターまたは電話（979-8700）（※先着15名） 
  

 ◆おはなしと工作 ～読書と音楽の秋～ 
               －身近なもので楽器を作ってみよう－ 

    11月５日（日） 10時30分～11時30分 
   平日のお話会よりも少し長めのお話を読み、その後、紙を使った笛を一緒に作ります。 

   [対象]  幼稚園～小学校低学年 

   [場所] 図書館１階 キッズルーム （※申込は不要） 
 

 ◆読書記録ビンゴ 
   10月28日（土）～11月12日（日）  ※用紙配布期間 

   本を読んでビンゴを完成させたら、手作りのしおりなどをプレゼントします。 

   [対象] 小学６年生までの子ども  [用紙配布場所] 図書館１階カウンター 

   ※ビンゴは11月30日（木）まで実施します。 
 

 ◆読書郵便＆本の帯の展示 
    10月28日（土）～11月23日（木） 
   町内の小学生が作成した読書郵便、中学生が作成した本の帯を展示します。 

   [場所] 図書館２階 
 

 ◆しおり＆ブックカバー配布 
    10月28日（土）～11月12日（日） 
   昨年募集して作成したブックカバーと、 

   読書週間デザインのしおり・ブックカバーを配布します。 
 

 ◆エッセイの展示 
    10月28日（土）～11月23日（木） 
   「ふるさと」をテーマに募集したエッセイを展示します。 

   [場所] エントランスホール 
 

 ◆本・雑誌のリサイクル市 
    10月28日（土）～  ※なくなり次第終了 

     除籍した本・雑誌を配布します。 

   [場所] 雑誌：図書館入口付近／本：図書館２階 
 

★詳しくは図書館カウンターまたは、 

   電話（979-8700）でお問い合わせください。 



 　　

　

☆２階 特集展示　「ハロウィン・猫おどり」

☆２階 ミニ展示　「函南町文化祭」

☆2階 ＹＡ特集展示　「映画やドラマの原作本」

特集展示コーナーのお知らせ 

 第49回函南町文化祭が、函南町

文化センターで開催されます。さわ

やかな秋のひととき、どうぞお誘い

合わせの上ご来場ください。 

 今月のミニ展示コーナーでは、

文化や文化祭にちなんだ本を展示し

ています。こちらも合わせてお楽し

みください。 

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。（９/23～10/26） 

※展示中の本も借りることができます。 

  

 今回は映画化した本やドラマ化した本

を集めました。コメディや歴史もの、涙

なしでは読めないものなど多数取り揃え

てあります。 

 原作を読んでから映画を見たり、その

サントラ音楽を聴いても楽しいと思いま

す。映画を見たことがある人もない人も、

せひ手にとってみてください。 

 だんだんと日本にも普及してきたハ

ロウィン。今年も各地で様々なイベン

トが開催されます。 

 函南町でも「かんなみ猫おどり 

withねっかんハロウィンフェスタ」

が10月に行なわれます。ハロウィン

と合わせ、仮装やパーティーの計画を

楽しく立てていきませんか。 

請求記号

Ｋ700カ

799マ

361.5カ

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者など

函南町文化祭記録誌　第48回
函南町文化祭

実行委員会／編

松坂慶子とはじめるフラ入門 松坂 慶子／著

SNOOPYと学ぶアメリカ文化 加藤 恭子／著

請求記号

933.7ス

Ｆツシ

Ｆマキ

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

きみに読む物語 ニコラス・スパークス／著

冷静と情熱のあいだ　Blu 辻 仁成／著

鴨川ホルモー 万城目 学／著

請求記号

386モ

933.7ク

596.4キ

ハロウィーン・パーティ アガサ・クリスティー／著

ハロウィンパーティレシピ 木村 幸子／著

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ハロウィーンの文化誌 リサ・モートン／著



☆1階 特集展示　（9/23～10/26）

  

 

 

 

 

 

 

 全く馴染みのない言葉遣いや読みにくい仮名遣い

で古典の面白さがよく分からなかった高校時代に読

みたかった本です。古典は教科書に載っている現代

語訳でさえあまりなじめませんでしたが、こちらの町

田康さんによる「宇治拾遺物語」はポップな文体で、

とても面白く仕上がっています。 

 いくつか収録されている作品の一つに「瘤取りじい

さん」があり、登場人物を「あり得ないルックスの鬼」と

紹介したり、鬼の宴会の様子を「ポップでフリーな即

興の歌詞を歌いながら、珍妙な踊りを踊っている」な

どと表現したり、私たちが知っている現代語訳とは

違った新しい現代風現代語訳の「宇治拾遺物語」な

ので、楽しく古典を勉強したいという学生さんには

もってこいの一冊です。(サ) 

ハロウィン＆猫おどり 

『日本文学全集08  日本霊異記[ほか]』 
池澤 夏樹/個人編集, 

河出書房新社  

所蔵場所：２階開架（918ニ） 

 

  10/９はかんなみ猫おどり 

  10/31はハロウィン 
   

    というわけで、今月は猫やハロウィン 

   の本を集めました。 

    ぜひいろんな本を読んで、 

    一年に一度のおまつりを 

    楽しんでください！ 
  

請求記号

Ｅヤ

799ハ

Ｅヒ

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ねこどけい
きしだ えりこ／作

やまわき ゆりこ／絵

はじめてでもおどれる！
ストリートダンス入門

EXILE PROFESSIONAL
GYM／ダンス監修

きょうはハロウィン 平山 暉彦／作



[児童書]
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順位
[絵本]
順位

他２本
[ＤＶＤ]
順位

順位 他１本
[地域資料]
順位

　

平成29年度　上半期人気図書ランキング

[一般書]
書名／著者名 書名／著者名

1

コンビニ人間
1

かいけつゾロリ シリーズ
村田 沙耶香／著 原 ゆたか／作・絵

火花
2

進化の迷路
又吉 直樹／著 香川 元太郎／作・絵

3

君の膵臓をたべたい
3

時の迷路　[正]
住野 よる／著 香川 元太郎／作・絵

海の見える理髪店
4

時の迷路　[続]
荻原 浩／著 香川 元太郎／作・絵

カンタン！あそびうた
書名／著者名 King Record／出版

1
ミッケ！ シリーズ

5
人魚の眠る家

東野 圭吾／著 [ＣＤ]
書名／出版社

2
ちか100かいだてのいえ みんなであそぼ！あそびうた

いわい としお／作 日本コロムビア／出版

バイリンガルこどものうた
ウォルター・ウィック／写真 日本コロムビア／出版

書名／出版社
山形 明美／作

1
ちびまる子ちゃん「まる子、お姉
ちゃんの家出につきあう」の巻

[雑誌] ポニーキャニオン／出版

3
のりたいなでんしゃとくべつごう

視覚デザイン研究所／作

書名／出版社

1
クロワッサン

マガジンハウス／出版

4
どこ？（ながいたびのさがしもの）

書名／著者名

静岡新聞社／編

3
ゆうゆう

2
沼津・三島・富士すてきな雑貨屋さん&カフェ

主婦の友社／出版 ふじのくに倶楽部／著

2
ＥＳＳＥ

1
ぐるぐるマップEast Vol.37

フジテレビジョン／出版

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） 

（平成29年４月１日 
 ～平成29年９月30日） 

 

函南町立図書館 

図書館開館カレンダー  

おはなし会スペシャル 
（10：30～11：30） 

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10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11月


