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☆ ２階 特集展示 「新年の抱負」（12/23～１/25）

新しい年を迎えると、今年こそはがんば

るぞ！という気持ちになります。

今月の２階展示コーナーは、目標設定の

ヒントになりそうな本を集めてみました。

やりたいことが決まっている方も決まっ

ていない方も「KEEP ON GOING！」

何かに挑戦して、前進し続けましょう。

旧年中のご利用ありがとうございました。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

お楽しみ袋の中には

職員や三島南高校の生徒が厳選した本が

３冊入っています。

何の本が入っているかは

借りてからのお楽しみ♪

袋は１人１つまで、貸出期間は２週間です。

好きなテーマを選んで借りてみましょう！

請求記号

366.2サ

159ヒ

596カ

生きていくあなたへ 日野原 重明／著

男めし入門 加藤　和子／著

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

最新最強の資格の
取り方・選び方全ガイド　'18年版

成美堂出版編集部／編



請求記号

Eワ

488ス

488ト

 

請求記号

235.3リ

489.5ア

933.7ケ

請求記号

911.14ア

Ｅラ

386ミ

☆１階 特集展示　「いぬ」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

恋する「小倉百人一首」 阿刀田 高/著

はつてんじん 川端 誠/作

子どもに伝えたい春夏秋冬
和の行事を楽しむ絵本 三浦 康子/著

パリ地下都市の歴史
ギュンター・リアー，
オリヴィエ・ファイ/著

古川 まり/訳

パンダ飼育係 阿部 展子/著

オン・ザ・ロード
ジャック・ケルアック/著

青山 南/訳

とりのせかい ルース・トムソン/文
モーリス・プレッジャー/絵

☆２階 特集展示　「西郷どん!」(せごどん！)

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

鳥の巣の本 鈴木 まもる/著

 　　

　

☆２階ＹＡ 特集展示　「がんばれ受験生！」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

ぼくとりなんだ 和歌山 静子/作・絵

特集展示コーナーのお知らせ

だんだんと試験本番が迫って

きました。志望校を目指して勉

強してきた日々の結果がでるま

であと少しですね。

寒い日々が続きますが、体調

を整え、万全な準備で試験本番

を迎えましょう！

図書館は頑張る受験生の皆さ

んを応援しています！

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。

（12/23～1/25）

2018年NHK大河ドラマは

西郷隆盛が主役の『西郷ど

ん！』（せごどん）です。

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！

2018年は戌（いぬ）年。

戌年は、成長をするようにと背

中を押してくれる年でもあるそう

です。

ぜひいろいろな事に挑戦してみ

ましょう！

☆１階 特集展示　「戌（いぬ）の本」

☆２階 ＹＡ特集展示　「がんばれ受験生！」

☆２階 ミニ展示　「西郷どん！」(せごどん！)

請求記号

489ク

Ｅタ

Ｅキ

オオカミから犬へ！
ハドソン・タルボット

／作・絵

じんぺいの絵日記
きたやま ようこ

／作・絵

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

イヌ科の動物事典
ジュリエット・クラットン

=ブロック／著

請求記号

Ｆハヤ

289.1サ

281.0イ

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階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

請求記号

596カ

376.8サ

795ウプレッシャーに負けない 梅沢 由香里／著

タイトル 著者

塾ごはん 上島 亜紀／著

なぜ受験勉強は
人生に役立つのか

齋藤 孝／著

☆２階YA特集展示の職員オススメ本☆



0

昨年12月17日（日）かんなみ知恵

の和館では、冬休みわくわくまつり

を行いました。

就学前や小学生までの親子を対象

に、つみきで遊んだり、近隣の県立

三島南高校の生徒さんによる読み聞

かせをしたり、図書館職員と県立三

島南高校の生徒との共同での工作教

室としてクリスマスカードを作った

りしました。

～多くの皆様の

ご参加ありがとう

ございました～

１階

特別展示

１階特別展示

12月の「クリスマスツリーにかざろう」でみんながおすすめして

くれた本を集めました。みんなのおすすめ本を読んでみましょう！

（場所：１階 こども図書館入口）

みんなのおすすめ本

～冬休み図書館行事の報告～

～高校生による

歌や読み聞かせタイム～

～紙皿を使って工作！～

★クリスマスカードやリース作り★

『そらまめくん

のベッド』

の読み聞かせ

かわいいリースや

クリスマスカード

が次々に出来上がり

盛り上がりました！

皆さん、

たくさんのおすすめ本

ありがとうございます！

【紹介の本の例】

『チリとチリリ』

どい かや／作

アリス館 （Ｅト）

『モチモチの木』

斉藤 隆介／作

滝平 二郎／絵

岩崎書店 （Ｅタ）



　

2/19（月）～28（水）は蔵書点検のため休館します。

＊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

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！

仕事に家事にと日々忙しい方、必見です！

仕事から帰ってご飯を作る・・・毎日、献立を考えるところか

ら始まり、何品も作るのは大変ですよね。そこで登場するのが

「つくりおき」です。週末の空いた時間で、一週間分の副菜・主

菜などをあらかじめ作っておくと、夕飯の手間をグッと減らせま

す。また、お弁当にも活用できるので、朝の忙しい時間もあわて

ずに済んで大助かりです。この本は、手順や家族構成別にも参考

にできます。

『つくおき』。私もたまに作りますが、かなり重宝しています。

まずは簡単な数品を作るところから始めてみませんか？ （や）

『つくおき ３』
ｎｏｚｏｍｉ／著

光文社

（２階開架 596ノ）

図書館開館カレンダー

2/4（日）駅伝大会のため

13：00～17：00開館

２月４日（日）は函南町駅伝大会のため、

開館時間が午後１時～５時に変更されます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
※雨天中止時も開館時間は午後１～５時となります。

ご注意ください。

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

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

平成30年2月


