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「めんぼーくんと遊ぼう！」

（10：00～11：30）

館内パソコンは、図書館資料を補完するとともに、

利用者への情報サービスの充実を図ることを

目的として利用提供するものです。

その他の目的では利用できません。

例えば以下の利用はできません！

・公序良俗に反する行為

・アダルトサイトなどのサイトへの接続

・動画の閲覧、ゲームの使用など

ルール違反行為が確認された場合、

今後の利用をお断りする場合がございます。

利用されたい方は、函南町立図書館の

利用者カードをお持ちいただくか、

又は館内パソコン利用申込書をご記入の上、

カウンターにお声かけください。

公共機関の設備です

ので、 マナーを守っ

てご利用ください。

館内パソコンの利用方法を変更しました。

「親子で楽しむ 夏の寄せ植え体験」

（13：30～14：15）

「おはなし会スペシャル

～英語 de よみきかせ～」

（14：20～15：00）

９月から館内パソコンの利用時間を

１日１回２時間以内に変更します。

調べ学習にご活用ください。

※ただし、夏季は利用が多いため、今後も

７月・８月は１日１回１時間以内です。



請求記号

K388テ

590ナ

596.65オ

 

請求記号

319ア

210.6カ

K390シ

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

　2階 YA特集展示　「涼を求めて」（展示期間：7/28～9/27）

タイトル 著者

静岡の怖い話
寺井 広樹／著

とよしま 亜紀／著

夏を涼しく！
おばあちゃんの知恵袋

おばあちゃんの
知恵袋の会／著

魔法のゼリー 荻田 尚子／著

　２階 地域展示　「戦争と平和」（展示期間：7/28～9/27）

☆２階地域展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

被爆者 会田 法行／写真・文

それでも、日本人は
「戦争」を選んだ

加藤 陽子／著

静岡県の戦争遺跡を歩く
静岡県戦争遺跡

研究会／著

　以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

８月特集展示コーナーのお知らせ

アツイ…暑すぎる…この暑さを

なんとか少しでもやわらげたい！

そんな時は、日本ならではのア

イテムを使ったり、ひんやりとし

た食べ物を味わうと涼を感じられ

ますよ。それでも足りないという

方は、背筋がゾクゾクする物語は

いかがですか。

工夫を凝らして猛暑を

乗り切りましょう。

図書館では、毎月さまざまな特集展示コーナーを設けています。

ぜひお立ち寄りください。※展示中の本も借りることができます。

８月15日は終戦記念日です。

戦後70年以上経って、直接戦争

体験を聞く機会も減ってきている

のではないでしょうか。

静岡県での戦争についての資料

を中心に、戦争や平和についての

本を集めました。

この機会に戦争と平和に

ついて考えてみませんか。

今月から展示期間を２カ月に変更しました。以下の特集展示は、今月も引き続きお楽しみ

いただけます。（8/23まで展示しています）

・１階 特集展示「海がすき！」
わたしたちは、たくさんの恵みと災害をもたらす海にかこまれた国で暮らしています。

海とのかかわりについて、見つめなおしてみませんか？

・１階 特別展示「夏だ！どうする？自由研究」
夏休みの自由研究は何にするか決まりましたか？ 図書館の本を参考にしてテーマを探してみよう！

・２階 特集展示「図鑑が大好き！」
子どもの頃、図鑑に夢中になった思い出がありませんか？

たまには難しい活字から離れて、カラフルな図やイラストの本をながめて楽しみましょう！



図書館で調べ物をする時、闇雲に探すと時間がかかってしまったり、目的の本にたどりつけな

かったりしませんか？ 今回は調べものに役立つツールをご紹介します。

Ｑ パスファインダーって知っていますか？

パスファインダーとは、特定のテーマに対する調べ方を案内するリーフレットです。そのテー

マに対する当館の所蔵資料の一覧だけでなく、どのような手順で調べると効率的かということや、

インターネット上の役立つサイトなども記載しており、調べる時の簡単な手引きとなっています。

現在、函南町立図書館で作成しているパスファインダーは全部で11種類あります。医療関連が

８種類、地域関連が３種類あります。

Ｑどんなパスファインダーがあるの？

図書館豆知識の部屋（第５回）
～パスファインダーって知っていますか？～

【医療関連】

①食中毒

②熱中症

③運動・ストレッチ

④薬

⑤健康食品

⑥インフルエンザ

⑦認知症

⑧発達障害

Ｑ どこに置いてあるの？
地域資料に関するパスファインダーは２階のカウンター横にある、レファレンスコーナーに

置いてあります。また、医療関連のパスファインダーは２階の検索機の近くに置いてあります。

詳しい場所は２階カウンターの職員にお尋ねください。

気になるテーマ

があったら手に

取ってみて！

今の季節なら

「熱中症」が

おすすめです！

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！

『東亰異聞』
小野 不由美／著
新潮社
２階開架（Ｆオノ）

――

「江戸」が終わりを告げ、「東亰」と名を改めてから二十九年。新しいモノと

旧いモノとが混在する不安定な帝都に、俄かに妖しい存在が現れます。人を突き落

とし全身火だるまで姿を消す火炎魔人、夜道で辻斬りをする闇御前、そして、人魂

売りや首遣い。新聞記者の平河と、その友人万造は、これらの怪事件の真相解明に

乗り出します。ここで言う「東亰（とうけい）」は、現実の「東京（とうきょ

う）」とは少し異なった世界として描かれますが、かつて帝都の呼称として、この

「東亰」の文字が実際に使われていた時代がありました。

この物語は、あったかもしれないもうひとつのこの国の、夜と闇とのお話なのか

もしれません。（ヤ）

【地域関連】

①ジオパーク

②丹那トンネル・函南駅

③富士山

たとえばこんな本が・・・

「熱中症」のパスファインダー

で紹介している本

『熱中症を防ごう

第３版』

堀江 正知／著

中央労働災害

防止協会

２階開架

（498.8ホ）

図書館職員の

オススメ本紹介



　

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。

休館日

おはなし会

（10：30～11：00）

おはなし会

（15：30～16：00）

※各図書が貸出中の場合は予約できます。

（函南町内に在住・在学・在勤の方のみ）

『送り火（おくりび）』
高橋 弘希／著

文藝春秋

2階開架（Ｆタカ）

『ファーストラブ』
島本 理生／著

文藝春秋

２階開架（Fシマ）

夏の日の夕方、多摩川沿いを血まみれで歩いてい

た女子大生・聖山環菜が逮捕された。彼女は父親の

勤務先である美術学校に立ち寄り、あらかじめ購入

していた包丁で父親を刺殺した。環菜は就職活動の

最中で、その面接の帰りに凶行に及んだのだった。

環菜の美貌も相まって、この事件はマスコミで大

きく取り上げられた。臨床心理士の真壁由紀は、こ

の事件を題材としたノンフィクションの執筆を依頼

され、環菜やその周辺の人々と面会を重ねることに

なる。そこから浮かび上がってくる環菜の過去と

は？ 「家族」という名の迷宮を描く傑作長篇。

第159回 芥川賞・直木賞が

7月18日に発表されました

図書館開館カレンダー

自然は沈黙し、少年たちは血の遊戯に熱狂する。

東京から山間の町に引越した中学三年生の歩。う

まくやってきたはずだった。あの夏、河へ火を流

す日までは。注目の俊英、渾身作。

おはなし会スペシャル

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
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