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自閉症スペクトラム（ASD）のすずちゃんのお母さんからのお手紙です。

『すずちゃんの のうみそ』

竹山 美奈子／文

三木 葉苗／絵

宇野 洋太／監修

出版：岩崎書店

Ｅミ（１階開架）

自閉症とは生まれつきの脳機能障害で
す。絵本『すずちゃんののうみそ』は、す
ずちゃんのお母さんが保育園の友達の
疑問に答えた手紙で、自閉症のことが分
かりやすく書かれています。
巻末には自閉症の特徴紹介もあります。

発達障害についての本を集めました
～ まずは、知ることからはじめませんか ～

『算数の天才なのに

計算ができない男の子のはなし』

バーバラ・エシャム／文

マイク・ゴードン／絵

カール・ゴードン／絵

品川 裕香／訳

出版：岩崎書店（Ｅコ）

『アスペルガーの心 1』

フワリ／作・絵

出版：偕成社

（378フ）

『新しい発達と障害を考える本 1』

～もっと知りたい！

自閉症のおともだち～

内山 登紀夫／監修

伊藤 久美／編

出版：ミネルヴァ書房 （378ア）

発達障害は、自閉症、アス

ペルガー症候群、ＡＤＨＤ、Ｌ

Ｄなど、症状により区別されます。

子どもの時に分かる人もいれば、

大人になってから分かる人もい

ます。

紹介した本以外にも図書館

には多くの本があります。本を開

いて知ることから始めませんか。



請求記号

022ミ

Ｅシ

010サ

 

請求記号

012セ

014.4オ

015オ

請求記号

Ｆムラ

141.8ス

596サ

☆2階 特集展示　「函南町立図書館５周年」

 　　

　

☆１階 特集展示　「函南町立図書館開館５周年記念」

☆１階特集展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

かんたん楽しい手づくり本 1  水野 真帆／作

としょかんのよる ローレンツ・パウリ／文
カトリーン・シェーラー／絵

本と図書館の歴史 モーリーン・サワ／文

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

世界の美しい図書館

図書分類からながめる本の世界 近江 哲史／著

図書館「超」活用術 奥野 宣之／著

 SANJI／著

☆２階 ＹＡ特別展示　「BACK TO 2013」

☆２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本☆

書名 著者名

色彩を持たない多崎つくる
と、彼の巡礼の年 村上 春樹／著

図解でわかるスタンフォード
の自分を変える教室

 ケリー・マクゴニガル
／監修

サンジの満腹ごはん

４月７日で函南町立図書館は開館５周年

を迎えます。そのことを記念して、今回

は５年間の貸出ランキング等を展示しま

す。

この機会に函南町立図書館についてよ

り、深く知り、活用して、楽しい図書館

ライフをお過ごしください！

函南町立図書館は今年で開館５周年を迎

えました。また、４月は読書に関する記念

日がたくさんあります。

これからも図書館で大好きな本やお話を

みつけに来てくださいね！

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(3/24～4/26)。

※展示中の本も借りることができます。

2013年４月７日、函南町立図書

館が開館しました。そこで、今月の

YA展示コーナーでは、５年前のベス

トセラーや話題になった映画を振り

返ります。

祝・開館５周年!!



　

～町制55周年・かんなみ知恵の和館開館５周年記念事業～

函南町では「読書のまち・かんなみ」を掲げ、みなさんに

いろいろな本に触れて、親しんでほしいと考えています。

そして、本を読んで感じたことを大切にしてもらうことで、

みなさんのこれからの人生がよりよいものになることを

願って、読書記録ノートを作りました。

本を読んで思ったことをこのノートに書いてみましょう。気

になった言葉を抜き出したり、絵を描いたり、長い感想を書

けないときは一言だけ書いてみたり、自由に使ってください。

後で読み返せるので、それも大切な記録になります。

町立図書館でプリントできる読書シールを貼り付けて活用

することもできます。

4月14日（土）、町内の小中学生に読書記録ノートの贈呈式

を行います。同じ日に函南町立図書館のＨＰにて、児童生徒

用だけでなく、大人用の読書記録用紙の書式もアップします。

ステキな読書記録ノートを

作ってください‼

「読書記録ノート」は、開館してから5

年になる図書館からみなさまへのプレゼ

ントです。



[児童書]
順位 順位

順位
[絵本]
順位

他１点
[ＤＶＤ]
順位

順位 他２点
[地域資料]
順位

　

いっぱいあそぼう！えいごのうた
日本コロムビア／出版

えいごであそぼ
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ／出版

バイリンガルこどものうた
日本コロムビア／出版

１ねんせいのせいかつえじてん
東野 圭吾／著 WILLこども知育研究所／編・著

平成30年度　貸出人気図書ランキング

[一般書]
書名／著者名 書名／著者名

コンビニ人間
1

かいけつゾロリ シリーズ
村田 沙耶香／著 原 ゆたか／作・絵

人魚の眠る家
2

1

2

3

[ＣＤ]

時の迷路　[正]
荻原 浩／著 香川 元太郎／作・絵

時の迷路　[続]
香川 元太郎／作・絵

君の膵臓をたべたい
住野 よる／著

又吉 直樹／著

3

4

火花

書名／出版社

書名／出版社

ポニーキャニオン／出版

るるぶ伊豆　'18
JTBパブリッシング／出版

1

静岡新聞社／出版
ぐるぐるマップEast Vol.37

書名／出版社

1

ちびまる子ちゃん
「温泉に行こう！！」の巻

ゆうゆう
主婦の友社／出版

1

1

2

書名／出版社

100かいだてのいえ

クロワッサン

ウォルター・ウィック／写真

書名／著者名

いわい としお／作

ミッケ！ シリーズ

ウォーリーをさがせ！きえた名画だいそうさく！

ちか100かいだてのいえ

3

3

4

2

いわい としお／作

ＥＳＳＥ
フジテレビジョン／出版

5

海の見える理髪店

マーティン　ハンドフォード／作・絵

マガジンハウス／出版

[雑誌]

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

＊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！

休館日

おはなし会

（10：30～11：00）
おはなし会

（15：30～16：00）

（平成29年４月１日
～平成30年3月31日）

函南町立図書館

図書館開館カレンダー

おはなし会スペシャル
（13：30～14：30）

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5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

平成30年4月


