
　

　２０１８年１１月号　　　　　　　　Ｎｏ．５６

    　　函南図書館だより
　発行：函南町立図書館
　住所：函南町上沢107番地の1
　TEL ：055-979-8700
  FAX ：055-979-8711

：平成30年12月16日（日）13：30～15：30

：かんなみ知恵の和館 １階多目的室

：宮西達也さん（絵本作家）

：４歳～小学６年生まで（保護者同伴）

：40人（先着順）

：油性ペン(黒色とオレンジ色のマッキー)、はさみ

：11/15（木）～図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。

申込用紙はカウンターまたは図書館ホームページから入手できます。

：平成30年12月16日（日）10：00～12：00

：かんなみ知恵の和館 １階多目的室

：このこのまごまでつみきのそのさん

：３歳～小学１年生までの親子

：親子30組（先着順）

：12月１日(土）～12月８日（土）に函南町子育て交流センター窓口または

電話でお申し込みください。

かんなみ知恵の和館では、親子が学んで、遊んで、

体験してもらうため、「冬休みわくわくまつり」を

開催します。

宮西達也さんの絵本を

持参した人を対象に、

サイン会を行います!

詳細は子育て交流センターへ

お問い合わせください。
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タイトル 著者

☆1階 特別展示「いいな！いい歯」（展示期間：10/27～12/27）

☆１階 特別展示の職員オススメ本☆

歯科詩集
やなせ たかし／著
大久保 満男／監修

わにのはいた
マーガリット・ドリアン

／文・絵

ゆっくとすっく　しあげに
はみがきもういっかい

さこ ももみ／絵
たかてら かよ／文

☆２階 特集展示の職員オススメ本☆

☆1階 特集展示「いいはなし」（展示期間：10/27～12/27）

☆1階 特集展示の職員オススメ本☆

タイトル 著者

シンデレラ
グリム／原作

サラ・ギブ／絵

あいたくなっちまったよ
きむら ゆういち／作

竹内 通雅／絵

だれも知らない小さな国 佐藤 さとる／作

☆2階 特集展示「平成最後の大掃除」（展示期間：10/27～12/27）

片づかない！
どうする我が家、親の家

 杉之原 冨士子／著

以下の特集展示も引き続きお楽しみください！(11/21まで)

タイトル 著者

神様が宿る家の清め方 神田明神／監修

人生の整理術  保坂 隆／著

11月特集展示コーナーのお知らせ

11月８日は「いい歯の日」です！

みなさん、毎日きちんと歯みがきをしてい

ますか？歯のことをたくさん知って、元気に

過ごしましょう。

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。

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。

・１階 ＹＡ特集展示「～華やかな（？）宮廷生活～」
華やかな宮廷生活を様々な角度から見ることで、別の一面が見えてくるかも

しれません。煌めく彼らの生活を、ちょっと覗いてみませんか？

・２階 地域展示「文化財」
函南町にも優れた文化財が存在しています。種類も性質も多様な

日本の「文化的財産」。文化・芸術の秋に、改めて考えてみませんか?

１階の展示では、「いい歯」ならぬ

「いいはなし」をテーマに、名作・定番

の本や「いいな」と思えるような本を集

めました。

いろんな本をたっぷり楽しんで元気に

過ごしてください。

い い 話

平成最後の年末を迎えます。新しい元

号となる来年に向けて、今年こそ覚悟を

決めて本気の大掃除をやってみません

か？

家の中の掃除だけでなく、庭、書類や

手帳、時間、心、人生の整理などいろい

ろなお片付けの本も集めました。



ふだん目につかない事務室でやっている仕事を紹介します。今回は本の修理です。

図書館豆知識の部屋（第６回）
～ 修理 ～

返却された本に、大事なものが挟

まったままになっていないか、汚

れや破れがないかなど点検します。

いつも本を丁寧に扱っていただいてありがとうございます。
図書館の本が破れていたり、ページが取れかかっていたり、何か気づいたことがありましたら、

セロハンテープで直したりせず、そのまま職員にお知らせください。

修理箇所をメモした紙を挟んで、

修理本置き場に並べます。

※上の写真はほんの一部です

箇所

この資料は汚破損
しています

日付
函南町立図書館

修理職員名

メ　　　モ
(連絡事項)

記入職員名

修　理　日 　　　　　　　年　　　月　　　日

汚破損箇所 　Ｐ.　　　　　　　　　　　　

発　生　日 　　　　　　　年　　　月　　　日

汚破損状態 のど割れ・破れ・(        　　     )

修理本メモ

あらかじめ確認さ

れている小口のシ

ミや水濡れなどを

メモした付箋を貼

ります。

「破れ」や「のど割

れ」など修理が必要

な箇所をメモして、

資料に挟みます。

返却された本に挟

まっていたものや、

汚破損について、

直接またはお電話

で確認させていた

だくこともありま

す。

ブッカー（本の修理用

透明シート）や製本の

りなど専用のものや、

緩衝材、ブッカーの切

れ端、割りばしを削っ

たもの、紙やすりを丸

めたものなど、廃材を

利用したり、用具を使

いやすくしたりと、い

ろいろ工夫しています。

タバコなどの臭いがつい

てしまった本はページの

間に新聞紙を挟み、全体

を新聞紙で包みます。何

日かして確認し、におい

が取れていなければ再び

新聞紙を替えて挟みます。

水濡れの本はページの

間にティッシュペー

パーを挟んでプレス機

にかけます。ページが

折れた本もプレスしま

すが、完全には直せま

せん。



　

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

おはなし会スペシャル
（14：00～15：00）

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11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12月

読書記録ビンゴに挑戦しよう！

小学６年生までを対象に、読書週間のイベントとして、図書館１階で「読書記

録ビンゴ」を実施しています。

本を借りてビンゴのマスを埋めていき、１ビンゴ・３ビンゴで職員手作りのプ

レゼント、全ビンゴ達成でスペシャルな景品をお渡ししています。

10月27日（土）～11月30日（金）の期間で実施していますので、ぜひ参加して

みてください。

【ビンゴ実施・プレゼント配布期間】10月27日（土）～11月30日（金）

【ビンゴ用紙配布期間】10月27日（土）～11月11日（日）

【ビンゴ用紙配布・景品引き換え場所】図書館１階カウンター

【対象】小学校６年生まで（※本人の利用者カードが必要です）

１ビンゴ景品

折り紙のしおり

３ビンゴ景品

豆本（メモ帳）

ビンゴを達成すると

もらえます！

１ビンゴ

→折り紙のしおり

３ビンゴ

→手作り豆本（メモ帳）

全ビンゴ

→特別景品

（中身はお楽しみ！）


