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世界中には、みなさんの知らないお菓子がたくさんあります。 
その中には、作ってみたくなる素敵なお菓子があるはずです。 
お気に入りのお菓子やレシピを増やしてみませんか？ 

「お菓子」の本、集めました 

タイトル 著者 請求記号

THE PASTRY COLLECTION 林 周作／著 383.8ハ

世界のおやつ旅 多田 千香子／著 596.65タ

みんげいクッキー Trigo e Cana／著 596.65ト

☆ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆



請求記号

Ｅマ

Ｅレ

Ｅオ

 

請求記号

596.63エ

915.6ツ

Ｋ290シ

請求記号

152.1フ

646.8オ

498.58サ

ときめくインコ図鑑
おぴ～とうもと
／写真・監修

毎日食べたい乾物
ヨーグルトレシピ

サカイ 優佳子／著
田平 恵美／著

　☆２階 ミニ展示　「いい○○の日」

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者など

恋愛を数学する ハンナ・フライ／著

サンドイッチ日和 枝元 なほみ／著

古寺巡礼 辻井 喬／著

しずおかの休日
おでかけＢＯＯＫ

静岡新聞社／刊

オニのサラリーマン
富安 陽子／文
大島 妙子／絵

　☆２階 特集展示　「秋を遊びつくそう！」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者など

タイトル 著者

おいしゃさんが
こどもだったとき

中川 ひろたか／作
丸山 誠司／絵

どうぶつしょうぼうたい
だいかつやく

シャロン・レンタ
／作・絵

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

　☆１階 特集展示　「はたらく」

特集展示コーナーのお知らせ 

 皆さんの将来の夢は何ですか？ 

 まだ見つからない人も、図書館の

本から、いろいろな仕事を知り、働

くことに興味を持ってみましょう。  

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(10/28～11/23)。 

        ※展示中の本も借りることができます。 

 日の光が心地よい、秋の季節に

なりました。 

 近場で遊ぶにも旅行に出かけるに

も、最高の絶景シーズン。衣更えや

お掃除で終わったらもったいない！ 

 秋を思いきり遊びつくしましょ

う！ 

 「11」は語呂合わせで、「いい」と読

めますね。そのため、11月は「いい○○

の日」という日がたくさんあります。 

 ２階ミニ展示では「いい○○の日」を

テーマに本を集めました。 

 本を読んで、“いい日”をお過ごしく

ださい。 

 

 

 

請求記号

Ｅロ

Ｅオ

Ｅミかみなりじいさんとぼく みぞぶち まさる／作

タイトル 著者

おばあちゃんと
バスにのって

マット・デ・ラ・ペーニャ／作

クリスチャン・ロビンソン／絵

ぬまばばさまの
さけづくり

イブ・スパング・
オルセン／作・絵

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

今日はどんな「いい日」

でしょう？日めくりもお

楽しみください！ 



  10月５日から９日にかけて、今年のノーベル賞受賞者が発表されました。注目の文学賞

は、長崎生まれで両親が日本人の英国籍作家・カズオ・イシグロさんが受賞しました。 

予約が多数入ってい

る本が多いです。 

予約はお早目に！ 

『浮世の画家』と 

『夜想曲集』は比較

的予約少なめなの

で、早めに借りられ

るかも・・・ 

 ノーベル賞のパロディ版である「イグ・ノーベル賞」を知っています

か？ 

 アメリカの雑誌 Annals of Improbable Researchが主催する、「まず最初

に笑わせ、そして考えさせる」研究に贈られる賞です。牛の糞からバニ

ラの芳香成分を抽出したり、粘菌に迷路を解かせたり、犬の言葉を翻訳

してみたり…、と変わった研究が多いですが、研究者はいたって真面目

に取り組んでいます。日本人は毎年のように受賞しています。 

 こんな研究の世界があるんだ、と垣間見る機会となるので、ノーベル

賞と合わせて注目してみると面白いかもしれません。 

『かしこい単細胞粘菌』 

中垣 俊之／文 斉藤 俊行／絵 

福音館書店 473ナ（１階開架） 

イグ・ノーベル

賞を２回受賞し

た中垣俊之さん

の本です。 

 読んでみて！ 

賞 受賞者（所属等） 研究内容等

生理学・医学賞
ジェフリー・ホール（アメリカ／ブランダイス大学）
マイケル・ロスバッシュ（アメリカ／ブランダイス大学）
マイケル・ヤング（アメリカ／ロックフェラー大学）

体内時計を制御する分子メカニズムの発見

物理学賞
レイナー・ワイス（アメリカ／マサチューセッツ工科大学）
バリー・バリッシュ（アメリカ／カリフォルニア工科大学）
キップ・ソーン（アメリカ／カリフォルニア工科大学）

「重力波」を世界で初めて観測

化学賞
ジャック・デュボシェ（スイス／ローザンヌ大学）
ヨアヒム・フランク（アメリカ／コロンビア大学）
リチャード・ヘンダーソン（イギリス／ＭＲＣ分子生物学研究所）

クライオ（低温）電子顕微鏡の開発

文学賞 カズオ・イシグロ（イギリス）
長崎市生まれの日系イギリス人。代表作は
『日の名残り』や『わたしを離さないで』
など

平和賞
非政府組織（ＮＧＯ）「核兵器廃絶キャンペーン」（ＩＣＡＮ）
（スイス／ジュネーブに拠点）

核兵器禁止条約の採択に向けた交渉などの
取組みが評価された

経済学賞 リチャード・セイラ―（アメリカ／シカゴ大） 行動経済学

タイトル 出版社
請求記号

場所

わたしたちが孤児だったころ 早川書房
933.7イ
２階閉架

日の名残り 早川書房
933.7イ
２閉文庫

遠い山なみの光 早川書房
933.7イ
２閉文庫

浮世の画家 早川書房
933.7イ
２閉文庫

わたしを離さないで 早川書房
933.7イ
小説文庫

夜想曲集 早川書房
933.7イ
２閉文庫

忘れられた巨人 早川書房
933.7イ
２階開架



　

＊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） 

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！ 

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！ 

 

 小学生の頃に読んで以来ずっと心に残っている本です。 

 庭に出てきたモグラが語る伝説のモグラ「サンジ」の話。猛スピードで

地中を掘りまくり、空も飛べるし、水の中もスイスイ泳ぐ。何でも消化し、

星まで食べてしまう。他のモグラから注意を受けても称えられても、果て

は神様に話しかけられても、マイペースに受け流していく。そんなサンジ

の物語は、「それからも、サンジは幸せに暮らしました」でおしまいにな

る。庭のモグラが言うには、「モグラが最も好きなのはこの部分で、短く

するときは、ここだけを話して、幸せな気分になる」のだという。 

 この本を読まれた方も、きっとモグラたちと同じくこの一節が大好きに

なると思います。（Ｅ.Ｋ） 

 著者の二人は、おおらかで自由な料理を作り、本当に食べることが好

きそう。その二人が紹介する料理やお菓子がおいしくないはずがありま

せん。 

 タイトルと表紙の魅惑的な写真からもう危険な香りがします。怖いも

の見たさでそうっと開けると、案の定高カロリーのレシピがごろごろ並

んでいます。フランスパン１本サンドイッチ（3,460kcal）、無限のお好

み焼き（4,720kcal）、でっかティラミス（3,060kcal）など見たことが

ない数字。本に載っているレシピの総カロリーは、106,020kcal！  

 食事制限されている方には積極的におすすめはしませんが、おいしそ

うに食べる人を眺めるだけで幸せな気分になるもの。人が集まる機会に

みんなでちょっとずつ試してみるのはいかがでしょうか。（Ｋｎ）平成

『星モグラ 

 サンジの伝説』 
岡田 淳／作 

理論社 

913オ（１階開架） 

『禁断のレシピ』 
枝元 なほみ／著 

多賀 正子／著 

ＮＨＫ出版 

596エ（２階開架） 

図書館開館カレンダー  

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

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12月

0

おはなし会スペシャル 
（10：30～11：30） 


