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冬のレジャー 

   ウインタースポーツ 

２階 ＹＡ特集展示 

タイトル 著者 請求記号

HUG! friends　
丹葉 暁弥／撮影
ひすい こたろう／物語

748タ

はじめてスノーボード　 スノーボーダー編集部／編 748.3ハ

雪の結晶 －小さな神秘の世界－
ケン・リブレクト／著
矢野 真千子／訳

451.6リ

★２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本★

 さむ～い冬。家にいるなんてもったいない！ 

冬のスポーツ 

   を楽しもう！ 

冬にしか出来ない 

遊びをして 

寒さをふき飛ばそう！ 

 息が白くなる季節がやってきました。 

 暖かい部屋でぬくぬくするのは至福の時間です。 

 しかし！ 
 今しか楽しめないこともたくさんあるんです。 

 雪上・氷上でのスポーツやキラキラしたイルミネーション・ 

夜景などなど…。 

 今年は、いつもと違った冬にしてみませんか？ 

 今回のＹＡ特集展示は、寒い冬にピッタリのスポーツやレジャー 

に関する本を集めてみたので、参考にしてみてください。 

 「やっぱり、寒い外はちょっと苦手…」という方には、 

室内でも楽しめるスポーツやレジャーの本もありますよ。 

 



請求記号

Ｅテ

Ｅコ

Ｅサ

 

請求記号

386ワ

748ク

726.6ア

請求記号

Ｆハヤ

289.1サ

281.0イ

☆２階 ミニ展示「西郷どん」

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

西郷どん！上製版
（前編・後編）

林 真理子／著

図説 西郷隆盛と大久保利通
芳 即正／編著

毛利 敏彦／編著

英傑の日本史
西郷隆盛・維新編

井沢 元彦／著

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

クリスマスの文化史 若林 ひとみ／著

CHRISTMAS 光村推古書院編集部／編

モミの木
ハンス・クリスチャン・

アンデルセン／作
小宮 由／訳

☆２階 特集展示「クリスマス」

 　　

　

☆１階 特集展示「クリスマス」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

ビロードのうさぎ
マージェリィ・Ｗ.ビアンコ／原作

酒井 駒子／絵・抄訳

タイトル 著者

クリスマスのまえのよる クレメント・Ｃ.ムーア／詩
ロジャー・デュボアザン／絵

もみの木のねがい
エステル・ブライヤー／再話

ジャニィ・ニコル／再話
こみね ゆら／絵

特集展示コーナーのお知らせ 

 今年もあとわずかとなってきました。 

12月のイベントといえばクリスマスです。 

 クリスマスに関する物語や、楽しいひと

ときのために参考になりそうな本を集めて

みました。どうぞ、素敵なクリスマスをお

過ごしください。 
 

 もうすぐ待ちに待ったクリスマスが

やってきますね。まちはキラキラ、わ

くわく待ち遠しいですね！ 

 そこでクリスマスに関する本を集め

てみました。素敵なクリスマスになる

ように、お菓子作りや飾りつけをした

りして楽しくすごしませんか？  

 2018年の大河ドラマは『西郷どん！』です。 

西郷隆盛といえば、薩摩藩のリーダー、戊辰

戦争、上野の銅像…様々なイメージがありま

すよね。 

 今回の特集では、そんな西郷隆盛の人物像

に迫る資料や大河ドラマの関連本を展示して

います。ドラマでも本でも、『西郷どん！』

を目一杯楽しみましょう！ 

  

 

12 月 

〈西郷隆盛〉 －桜島－ 

 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(11/25～12/21)。 

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

 〈大久保利通〉 
こまつたてわき 

 〈小松帯刀〉 



時間

読 書 週 間 イ べ ン ト 報 告 

12/17 
   (日) 

イ べ ン ト 紹 介 の 

 
場所：かんなみ知恵の和館 １階 多目的室 

対象：４歳（年中）～小学６年生  

   ※小学２年生までは保護者同伴でお願いします。 

定員：50名（先着順） 

持ち物：はさみ・水のり・色を塗る道具（マジック、色鉛筆など） 

申込方法：図書館カウンターまたは電話（978-8700）でお申し込みください。 

 

 

カードは 

天使のうでの中 

町内の小中学生作成の 

読書郵便＆本の帯 

しおり＆ブックカバー 

のプレゼント 

「ふるさと」 

エッセイの展示 

工作教室 

「ハロウィンの小物を作ろう」 

おはなしと工作 

－身近なもので楽器を作ってみよう－ 

かわいいのが

できました！ 

たくさんのご参加ありがとうございました！ 

オススメの本を 

書いて 

紙のツリーに 

飾りましょう！ 

ご好評につき 

今年は 

2階でも 

やっています。 

時間 対象

３歳～
　小学１年生までの親子

内容

13:30～13:50
②県立三島南高校の生徒による
　「読み聞かせタイム」
　　～申込不要です～

幼稚園～
　小学校低学年までの親子

14:00～15:30
③図書館職員＆県立三島南高校の生徒
　による工作教室
　「クリスマスカードを作ろう」

４歳（年中）～小学６年生
（※２年生までは保護者同伴）

10:00～12:00
①このこのまごまで
    つみきのそのさんによる
　「つみきで遊ぼう！」



　

＊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 31

平成30年1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

年末年始の休館のお知らせ 
図書館は12月29日（金）から１月４日（木）まで 

休館いたします。 
※図書館休館日は下記カレンダーほか、館内配布のカレンダー、 

 図書館ホームページなどでご確認ください。 

2018年もよろしく 

お願いします！ 

函南町公式SNSのご案内 
 町では、Facebook、Instagramを利用し、函南町の魅力や旬な情報、緊急情報、暮らし

の情報、イベント情報などホームページや広報かんなみで伝えきれない情報を発信して

います。 

 図書館もイベント情報などを発信していきますので、ぜひご覧ください。 

 

Facebook （フェイスブック） 
 ホームページや広報かんなみで伝えきれないタイムリーなイベント情報などを写真入

りで掲載します。 https://www.facebook.com/kannamitown 

 

Instagram（インスタグラム） 
 季節の風景やイベントなどの魅力的な写真を掲載していきます。 

 https://www.instagram.com/kannamitown 


