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ー ク

半 島

2018年４月17日、伊豆半島ジオパークが

「世界ジオパーク」に認定されました！

認定が保留された2015年から３年越しの

悲願達成となります。

しかし、ここからがスタートです！

この機会に伊豆半島やジオパークについて

学んでみませんか？

パ

図書館2階で4/28～5/24まで、パネル展示をしています。ジオパークに関連した

図書やリーフレット、ペーパークラフトも展示しています。ぜひご覧ください。

ユネスコ



請求記号

Ｆシン

383.5シ

378.2マ

 

請求記号

159シ

498.34セ

480マ

請求記号

019.9ヒ

961ヒ

Ｅア

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

2階 特集展示 「今日は何の本？」～その日に合った本を読もう～

タイトル 著者

レオナルドの扉 新保 裕一／著

歴史を織りなす
女性たちの美容文化史

ジェニー牛山／著

誰でも手話リンガル 松森 果林／著

２階 YA特集展示 「五月病」

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

10代のための座右の銘 大泉書店編集部／編

ちいさなヨガ
アニール・K.セティ／著
秀子・セティ／著

動物α図鑑 松原 卓二／写真・文

２階 ミニ展示 「図書館員の棚から３冊」

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

野蛮な読書 平松 洋子／著

プラテーロとわたし
J.R.ヒメーネス／作

長南 実／訳

旅の絵本〔１〕 安野 光雅／著

特集展示コーナーのお知らせ

新年度のソワソワした気持ちが落ち

着いた頃でしょうか。少しひと休みして

新しい本に出会ってみませんか？

５月のカレンダーに合わせて、

その日に合った本を選びました。

ぜひ、いつもとは違う本を

手に取ってみましょう。

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(4/28～5/24)。

※展示中の本も借りることができます。

「図書館員の棚から３冊」は、県内の図

書館員が本や雑誌、漫画を紹介する県

立中央図書館のコーナーです。2018年

４月27日時点で108回を数えます。

今回は、初回から第30回までに紹介さ

れた本を展示しています。

ぜひ読んでみてください。

読書の幅が広がること、

間違いなしです！

新生活や新学年、４月から環境が変

わり、体力も精神も疲れ果ててしまった

人はいませんか？

ちょうど疲れや疲労感が出やすいこ

の時期は、心と身体のゆとりを取り戻す

ためにリラックス期間をもうけてみましょ

う。



ぼうけんにでかけよう

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！

新選組を題材にした作品は数多く存在する。近藤勇・土方歳三・沖田総司……。

そんな有名どころが主人公ではない作品。

彼の名は〝吉村貫一郎″。

地元・盛岡での彼を知る人は「南部武士の鑑」と言い、新選組での彼を知る人は

「銭のためならなんでもする男」と言う。

何故彼は愛する盛岡を脱藩してまで新選組に入ったのか。

「守銭奴」と呼ばれた父を持った子供たちはどう育ち、どのような道を選んだのか。

彼を取り巻いた人々から見た〝吉村貫一郎″を、あなたも知ることになる。

〝父″が、〝息子″が、そして多くの男達が命を懸けて貫いた、武士道と友情の物語。

男性はもちろん、女性も惚れてしまう『めちゃめちゃカッコいい男達』がいっぱいです！

誰もが「己の誠」を持って生きている……。

映画やドラマにもなったこの作品。是非原作をご一読あれ！（あ）

小学生の頃、家の本棚にこの「おりがみ」の本がありました。それまでわたしが折る

ことができたのは、ツル、やっこさん、ふうせん、だまし船など、母や友達から一緒

に折りながら教えてもらったものばかりでした。

本を見ながら折り紙を折ったのは、これが初めてだったかもしれません。最初に

折ったのはカンガルーだったと思います。切れ目を入れて折り曲げると耳になったり、

前足を折ると赤ちゃんを入れるポケットができたりすることが新鮮な喜びでした。

何週間か毎日持ち歩いて少しずつ折っていたはずなのに、復刻版になったこの本に

図書館で再会するまで、そんなことはすっかり忘れていました。

脳トレ流行りの昨今、小さな折り紙の本をバッグに忍ばせて、ちょっとしたすき間

時間に楽しんでみてはいかがでしょうか。（ＯＮ）

『おりがみ』
河合 豊彰／著

保育社

２階開架（754.9カ）

『壬生義士伝

上・下』
浅田 次郎／著

文芸春秋

２階開架（Ｆアサ）

雨の日でも 真夜中でも ベットの上や

教室で 座っているときでさえ

物語は きみを

はてしない冒険に つれていってくれる。

さあ ぼうけんに でかけよう！

タイトル 著者 請求記号

リンドバーグ
空とぶネズミの大冒険

トーベン・クールマン／作
金原 瑞人／訳

Ｅク

ねずみとおうさま
コロマ神父／文
石井 桃子／訳

963コ

西遊記
呉 承恩／原作
小沢 章友／文

923コ

☆１階特集展示の職員オススメ本☆



　

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）

函南町立図書館

図書館開館カレンダー

工作教室 5/12（土）
（14：00～15：30）

４月21日（土）に、こどもの読書週間のイベントとして「おはなし会スペシャル」を開催

しました。大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、パネルシアターや親子ふれあい遊びなど盛りだ

くさんのプログラムでした。また、自閉症スペクトラム（ASD）について描かれた絵本『す

ずちゃんののうみそ』の著者・竹山美奈子さんによる読み聞かせやおはなしもありました。

５月12日（土）には４歳～小学６年生対象の工作教室「メッセージ

カードを作ろう」があります！ 画用紙で飾って遊べる花かご形の

メッセージカードを作ります。参加ご希望の方は図書館カウンター、

またはお電話でお申し込みください。（先着15名）

「こどもの読書週間」のデザインがされたしおりとブックカバーをプレゼント中です。

図書館１階・２階のエレベーター付近に設置してあります。お気軽にご利用ください。

配布期間：４月21日（土）～５月13日（日）

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6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30年5月


