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新年に選りすぐりのテーマで用意した「本の福袋」は皆様にご好評いただ

きました。

しかし、図書館職員・三島南高校生の一押しの本を、もっとたくさんの人

にも読んでいただきたい！と思い、今回福袋の中身を公開します。

ぜひ、この機会に読んでみてはいかがですか？

こんな本が入っていました！

一部をご紹介します。
※すべての中身は展示コーナーで公開中です。

タイトル 著者 請求記号

縁起物
『現代用語の基礎
知識』編集部／編

387エ

江戸の縁起物 木村 吉隆／著 759.9キ

ぐるぐる七福神 中島 たい子／著 Ｆナカ

タイトル 著者 請求記号

名字のヒミツ 森岡 浩／著 288.1モ

正式名称大百科 正式名称研究会／著 031.8セ

どうぶつ命名案内 石田 戢／著 480.7イ

タイトル 著者 請求記号

つむじ風食堂の夜 吉田 篤弘／著 Ｆヨシ

夜間飛行
サン＝テグジュペリ／
著

953.7サ

夜空と星の物語 ― 443.8ヨ

タイトル 著者 請求記号

リバース 湊 かなえ／著 Ｆミナ

アクロイド殺し
アガサ・
クリスティー／著

933.7ク

すべてがＦになる 森 博嗣／著 Ｆモリ



請求記号

913ニ

485イ

Ｅア

 

請求記号

Ｋ291コ

596.63ス

746ス

請求記号

913ヒ

809フ

590コ

話し方ひとつで
キミは変わる

福田 健／著

これが正解！ひとり暮らし
スタートブック

主婦の友社／編

　２階 YA特集展示　「新学年・新生活」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

なりたて中学生 初級編 ひこ・田中／著

個人予約の旅と宿 伊豆
2017年版

舵社／出版

フライパンでできるホットサン
ドとフレンチトースト100レシピ 鈴木 理恵子／著

撮り歩き「旅」の写真術 杉本 恭子／著

春になったら
あけてください

増井 邦恵／作
あべ まれこ／絵

　２階 特集展示　「お花見」

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

タイトル 著者

日本の名作童話11
春のくまたち

神沢 利子／作
宮本 忠夫／絵

やあ！出会えたね １
ダンゴムシ

今森 光彦／文・写真

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

　１階 特集展示　「春のおとずれ」

特集展示コーナーのお知らせ

だんだんと暖かくなってきました。

ポカポカした陽気に誘われて、草

木は芽生え、虫は動き出し、動物は

目覚めはじめます。

そんな「春のおとずれ」を感じる

本を集めてみました。

ぜひ、本の中に

ある「春」に触れ

てみてください。

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(３/１～３/22)。

※展示中の本も借りることができます。

４月は新しい学年、新しい学校、

ひとり暮らしがはじまる人もいます

ね。そんな時期にピッタリの本をご

用意しました。

新生活が楽しいものになるように

準備しましょう。

桜の花見は平安時代の貴族が始ま

りといわれています。昔からその場

所にあり、人々の出会いや旅立ちを

見守ってきた、桜の木。毎年桜の開

花を楽しみにしている方も多いので

はないでしょうか。

河津桜も咲き始め

ました。さあ、春の

花を愛でに出かけま

せんか。



赤字は貸出でき

ていません。

カウンターで確認！

返却お知らせメールの設定をすることで、返却期限前日にメールを受け取ることがで

きるようになります。配信を希望する方は、Web OPACより設定の変更をお願いします。

行方不明本をなくすためにご協力をお願いします！

※注意※

・「返却お知らせ」は、メール配信のみ可能です。電話等での連絡はできませんのでご了承ください。

・メールアドレスの登録がないと配信ができません。希望する方は、併せてメールアドレスの登録もお願いします。

・ドメイン指定受信をしている方は、「lib_kannami@info-a.lib.nexs-service.jp」からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

１、図書館ホームページのトップから「利用状況照会」をクリック。

２、利用者番号とパスワード（初期値は西暦の生年月日８ケタ）を入力。

３、「利用者情報設定」の「利用者情報変更」をクリック。

４、メールアドレスを入力していない場合はメールアドレスを入力し、「利用設定」の連絡方法で「メール」を選ぶ。

「返却お知らせメールを受信する」にチェックを入れ、「変更する」をクリック。

【利用方法】

！が出たら

カウンターへ！

・自動貸出機の画面で「！」マークが出た。

・自動貸出機の貸出資料タイトルが出る画面で、

赤字の数字が出ている。

・借りる冊数と機械が読み取った冊数が違う。

・利用者カードに記載されていない本が

手元にある。

・図書館入口で警告音が鳴った。 ……など

上記は自動貸出機で貸出が上手くできて

いない可能性があります。

カウンターでの確認をお願いします。

返却お知らせメールはじめました！



　

函南町立図書館

図書館開館カレンダー

＊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読めます。
「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）

おはなし会スペシャル
（13：30～14：30）

今年の７月18日、105歳で亡くなられた日野原先生。この本は、生涯現役

の医師として活躍された日野原先生の最期のメッセージとなりました。完全

独立型ホスピスを日本で初めてつくったり、人間ドックをいち早く病院に取

り入れたりなど、日本の医療界にとって革新的な取り組みを進めてきた日

野原先生ですが、その生涯がどのようなものであったのかがこの本から分

かります。

また、この本では質問に対して日野原先生が答えるという対話形式がとら

れており、日野原先生が私たち一人一人に語りかけたい思いが伝わってき

ます。ところどころには日野原先生による一言メッセージもそえられており、

その一言メッセージを読むだけでも励まされます。

１冊手元に置いておき、何度も繰り返し味わいたくなる本です。ぜひ読ん

でみてください。（Ｍ．Ｏ）

タイトル：『生きていくあなたへ』

著者：日野原重明

出版社：幻冬舎

２階開架 159ヒ

刊行年月：2017年９月

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！

タイトル：『曲芸師ハリドン』

著者：ヤコブ・ヴェゲリウス

出版社：あすなろ書房

１階開架 949ヘ

刊行年月：2007年８月

図書館職員のオススメ本紹介

人を信じないことを信条に生きてきたハリドン。世間でいう「普通」とは少し違う姿を

しているため、苦労の多かったハリドン少年は、警戒心の強いひねくれ者。そんな彼

の唯一の友達である＜船長＞が、ある晩いつまでたっても家に帰ってきません。心

配になったハリドンは、友達を探しに冷たく暗い夜の街へと出かけていきます。

途中で出会ったかわいらしい野良犬をお供に、大切な人を探して駆け回るハリド

ン。自分に自信がないために、つい悪い方へと考えてしまう。そんな少年の不安とさ

びしさが丁寧に描かれています。ユーモラスで幻想的な挿絵も物語の雰囲気にピッ

タリ。読後に原題の「エスペランサ」が沁みてくる、心あたたまる名作です。（Ｋ）

日 月 火 水 木 金 土
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平成30年3月
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平成30年4月


