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 ２月９日から25日までの17日間、

冬季オリンピックが開催されます。

今年の開催地は韓国・平昌（ピョン

チャン）！ 

 本を読んで、いつも以上に楽しい

オリンピック観戦にしませんか？ 

☆２階 特集展示  「平昌オリンピック」　（展示期間：1/27～2/18）

請求記号

596.22ユ

784.3ス

829.1マ

スノーボードはじめてBOOK
スノーボーダー

編集部／編

まるごと使える！日常韓国語会話辞典 李 光輝／監修

☆2階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

本当においしく作れる韓国家庭料理 柳 香姫／著
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請求記号

159.8ア

367.3ヒ

596.65タ

 

請求記号

Ｋ089.9ア

918.6フ

782.3カ

請求記号

Eオ

Ｅシ

754.9チ

☆１階 特集展示 「節分・バレンタインデー」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

オニのサラリーマン
富安 陽子／文
大島 妙子／絵

チョコだるま 真珠 まりこ／作

子どもとイベントで使える
カブリモノ紙工作

チャッピー岡本／著

あなたの「富士山物語」
静岡県文化・観光部

総務企画課／編

富士山 千野 帽子／編

富士山1周レースが
できるまで

鏑木 毅／著
福田 六花／著

大切な人への手作りチョコ

☆２階 ミニ展示 「富士山」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

大切な人ともっとうまくいく
「気持ちの伝え方」

平木 典子／著
野末 武義／著

 　　

　

☆２階 ＹＡ特集展示 「Have a nice Valentine's Day」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

愛の言葉 いのちの言葉編集部／編

特集展示コーナーのお知らせ 

 友達、家族、大切な人に、 

普段は言えない素直な気持ちを 

伝えてみましょう。 

 素晴らしいバレンタインを 

お過ごしください！ 

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。 

                        （1/27～２/18） 

 2013年に世界遺産になった富士

山は、今もなお多くの人々を魅了し

ています。あなたにとって富士山と

は、どのような存在でしょうか？ 

 ２月23日は「富士山の日」です。 

改めて富士山の素晴らしさを再確認

しましょう。 

  鬼を追いはらい、福を招く「節分」、 

愛する人に思いを伝える「バレンタイ

ンデー」。 

 ２月には、東洋と西洋の文化を楽し

める行事があります。そこで「節分」

と「バレンタインデー」の本を集めま

した。 

 ふたつの行事をどちらも目一杯楽し

みましょう！ 



著者 請求記号

若竹 千佐子 Ｆワカ
(２階開架)

著者 請求記号

石井 遊佳

Ｚ903
(２階雑誌)

Ｆイシ
(２階開架)

著者 請求記号

門井 慶喜 Ｆカト
(２階開架)

多重債務から逃れるため元夫に紹介
され、インドで日本語教師の職に就
いた私。百年に一度の洪水に見舞わ
れ、いたる所が泥で埋もれたチェン
ナイの街の中を出勤する。大量の見
物客にもみくちゃにされながら橋を
渡る間に、私は百年分の泥の中から
掘り返された様々な人の思い出と記
憶を見ることとなる。マジックリア
リズム的な作品。

岩手県花巻に生まれた宮沢賢治は、
東京と花巻を行き来しながら多数の
詩や童話を創作した。地元の名士で
あり、熱心な浄土真宗信者でもあっ
た賢治の父・政次郎は、このユニー
クな息子をいかに育て上げたのか。
宮沢賢治の生涯を、父・政次郎の視
点から描く。

タイトル 作品内容

「銀河鉄道の父」

　 「百年泥」

※新潮 2017年11月号
※図書もあります

　タイトル 作品内容

タイトル 作品内容

結婚直前、東京オリンピックのファ
ンファーレに押し出されるようにし
て故郷を捨て、上京した桃子さん。
周造と出会い結婚し、二人の子供に
も恵まれた。74歳の今、夫に先立た
れ、子供とは疎遠となり、桃子さん
にあるのは圧倒的な孤独と自由だっ
た。いつしか桃子さんの頭の中には
賑やかな東北弁が響くようになる。
新たな老いの境地を描く。

　「おらおらで
　ひとりいぐも」

※文藝冬号（所蔵なし）
※図書があります

第158回芥川賞・直木賞の選考会が１月16日に築地・新喜楽で開催され、決定しま

した。受賞作をお知らせします。 

 ※貸出中の場合はご予約できます。（函南町内に在住・在学・在勤の方のみ） 

 芥川賞の正式名称は「芥川龍之介賞」で、直木賞の正式名称は「直木三十五賞」です。作家

の芥川龍之介と作家・脚本家の直木三十五の名を記念してつけられました。 

 昭和10年創設の賞で、上半期と下半期の年２回選考会があります。 

 候補作は公募方式ではなく、一般に公表された作品から選ばれます。芥川賞は各新聞・雑誌

に発表された純文学短編作品、主に無名もしくは新進作家が対象。直木賞は単行本として発表

された短編および長編のエンターテインメント作品、主に無名・新進・中堅作家が対象。上半

期は12月１日～５月31日までに公表されたものから選ばれ、下半期は６月１日～11月30日まで

に公表されたものから選ばれます。 

【参考】：公益財団法人日本文学振興会（http://www.bunshun.co.jp/shinkoukai/） 

有名な作家の太宰治や村上春樹は、実は芥川賞を取っていないのだよ…… 

知っていたかい？ 芥川賞についてもっと知りたい人は『芥川賞の謎を解く』

（鵜飼哲夫／著 文藝春秋 ２階開架 910.26ウ）を読んでみてはいかがかな。 
芥川龍之介 



　

図書館だよりはホームページからもご覧いただけます。 

「函南町立図書館」で検索 

ホームページの右上 「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！ 

図書館休館日 

 
おはなし会 
（10：30～11：00） 

おはなし会 
（15：30～16：00） 

図書館カレンダー 

町駅伝大会のため 
13：00～17：00開館 

※2/19～28は 

  蔵書点検のため休館 

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

※2/４（日）は13：00～ 開館します。 

＊休館中はブックポストをご利用下さい。 

函南町立図書館 

  蔵書点検による図書館休館のお知らせ 
                     

 休館日 ２月１９日（月）～２月２８日（水） 

図書館では、内容が古くなった本や保存期限の過ぎた雑誌、 

寄贈本で図書館の蔵書とならなかった本を無料で差し上げます。 

期間中に図書館までお越しください。 
 

●休館中はブックポストをご利用ください。ブックポストは、知恵の和館入口左側にあります。 

  ただし、ブックポストを利用できない資料がありますので、ご注意ください。 
 （ＣＤ・ＤＶＤ、大型絵本、紙芝居、ＣＤ・ＤＶＤの付録がついた本、他の図書館から借受した本） 
 

●休館中もホームページから蔵書検索、資料の予約、貸出の延長を行うことはできます。 

  ただし、予約本などの受取は３月１日（木）以降となります。 

本・雑誌のリサイクル市を行います 

期間 ３月１日（木）～  無くなり次第終了 

場所 雑誌は図書館入口付近、本は２階で配布予定 

※１人５冊まででお願いします。 

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

35 26 27 28 29 30 31

平成30年3月

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


