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～富士山の日とは？～

静岡・山梨県では、県民の皆さ

んが富士山について学び、考え、

想いを寄せ、富士山憲章の理念に

基づき、後世に引き継ぐことを期

する日として、2月23日を「富

士山の日」とする条例を制定しま

した。

★２階ミニ展示の職員オススメ本

２月23日は

『富士山の日』

です。

静岡県富士山の日条例の富士山憲章の

一つに「富士山の自然、景観、歴史・文化

を後世に末長く継承しよう」とあります。

日本最古の「万葉集」、「竹取物語」や

「伊勢物語」などの古典文学などにも

富士山は描かれており、様々な表情を

見ることができます。

今年の『富士山の日』は、富士山と

文学の関わりを楽しんでみませんか。

タイトル 著者 請求記号

富士山の文学 久保田 淳／著 K 089.9 ク

万葉集 1 伊藤 博／訳注 911.12 マ

テッペン！ 小野 庄一／著 K 089.7 オ

☆２階ミニ展示の職員オススメ本☆



請求記号

726マ

726.6タ

830シ
『ジョジョの奇妙な冒険』で

英語を学ぶッ！
荒木 飛呂彦／原作
北浦 尚彦／訳・文

　以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

タイトル 著者

マンガがあるじゃないか 河出書房新社／編

アライバル ショーン・タン／著

☆２階ＹＡ特集展示の職員オススメ本☆

 　　

　

　2階 YA特集展示　「マンガが好き！」（展示期間：1/26～3/21）

2月特集展示コーナーのお知らせ

「図書館には勉強には来るけど、

本は借りたことがない」「なんだ

かムズカシそうな本ばっかりで読

む気がしない」というあなたへ。

そんなこと、ないですよ？

マンガを入り口にいろんな本の

世界に入ってみませんか？

気軽な気持ちで読んで

みてください！

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。（２/17まで展示しています）

・２階 特集展示「大河ドラマ いだてん」
2019年のＮＨＫ大河ドラマは『いだてん』です。1964年の東京オリンピックを

メインテーマに、金栗四三と田畑政治のふたりを主役に据えた物語となっています。

ドラマと合わせてお楽しみください！

・１階 特集展示「冬をたのしもう」
寒い日がつづくけれど、子どもは風の子、冬も元気にたくさんあそぼう！

雪あそびや冬の草花あそび、走りまわれば外もあたたかい！

冬を楽しむヒントとアイデアを本の中でみつけてみよう。

１月29日に図書館システムが

バージョンアップしました。これ

に伴い、Web OPACやスマートフォ

ン版OPACから検索した資料の配架

場所の地図が表示されるようにな

りました（貸出中の本は地図が表

示されません）。

例えば館内でスマートフォンを

手にしたまま、資料を探すことが

できます。ぜひご利用ください！

場所を出したい資料

の右端の「表示」ボ

タンをタップする

配架図が表示され、

場所が赤い★で

点滅

便利機能のご紹介



著者 請求記号

町屋 良平 Ｚ903

著者 請求記号

上田 岳弘
雑誌
所蔵無

著者 請求記号

真藤 順丈 Ｆシン

　タイトル 作品内容

『1Ｒ
ラウンド

1分34秒』
※「新潮」

2018年11月号

デビュー戦を初回KOで飾ってから三敗
一分。考えすぎてばかりいる21歳プロ
ボクサーのぼくは、自分の弱さに、そ
の人生に厭きていた。長年のトレー
ナーにも見捨てられ、変わり者のウメ
キチとの練習の日々が、ぼくを、その
心身を、世界を変えていく…。

タイトル 作品内容

『ニムロッド』

※「群像」
2018年12月号

仮想通貨をネット空間で「採掘」する
僕・中本哲史。中絶と離婚のトラウマ
を抱えた外資系証券会社勤務の恋人・
田久保紀子。小説家への夢に挫折した
同僚・ニムロッドこと荷室仁。やがて
彼らは、個であることをやめ、全能に
なって世界に溶ける…。 新時代の仮想
通貨小説。

タイトル 作品内容

『宝島』

英雄を失った島に、新たな魂が立ち上
がる。固い絆で結ばれた幼馴染み、グ
スク、レイ、ヤマコ。生きるとは走る
こと、抗うこと、そして想い続けるこ
とだった。彼らは警官になり、教師に
なり、テロリストになり、同じ夢に向
かった…。青春と革命の一大叙事詩。

第160回芥川賞・直木賞の選考会が１月16日に行われ、

受賞作が発表されました。

※貸出中の場合はご予約できます（函南町内に在住・在学・在勤の方のみ）

『失はれる物語』
乙一／著

KADOKAWA

所蔵なし

（注文中）

日本には、山や木や石に神様が宿

るという信仰があります。とりわけ、

その姿が大きく威容を誇るものには、

特に優れた力が籠められていると考

えられました。この本の中に収めら

れた「巨樹」たちは、まさにその姿

同様、大きな神威を宿すものといえ

ます。杉、楠、銀杏……。中でも桜

は、その名からも「サ（穀物神）・

クラ（神が降臨する場所）」という

語源をもつものだそうです。

風雪に耐え幾星霜、時をまとって

静かに在り続ける巨樹。ページを

捲ってこれらの樹々の姿に触れてみ

ませんか。 （ヤ）

『日本遺産神宿る巨樹』

吉田 繁／写真

講談社

所蔵場所：２階開架

（653.2ヨ）

サスペンスやグロテスクな話も多

い印象がある乙一作品の中で、この

短編集は読みやすく、優しい話が多

いです。表題作でもある「失はれる

物語」は、交通事故に遭い五感を

失った男性が主人公です。唯一残っ

た右腕の感覚を通して、妻との交流

を続けていくのですが…。

初めて読んだのは高校生くらいの

時でしたが、結末に涙してしまいま

した。自分ならどうするだろう、と

思わず感情移入して考えてしまいま

す。その他の話も驚くような仕掛け

があり、おすすめの１冊です。

（Ａ）



　

函南町立図書館

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

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）

2/10（日）は13：00から開館します。

２月10日（日）は13：00～開館します。
●２月10日（日）に函南町駅伝大会が開催されます。駅伝大会のゴールが函南町文化

センターになっており、駐車場が確保できないことや、来館者の安全確保が困難に

なるため、かんなみ知恵の和館の開館時間を変更させていただきます。

２月18日（月）～2月２6日（火）は蔵書点検のため
休館します。
●休館中はブックポストをご利用ください。ブックポストは、知恵の和館入口左側にあり

ます。ただし、ＣＤ・ＤＶＤ、ＣＤ・ＤＶＤの付録がついた資料、大型絵本、紙芝居、

他の図書館から借受した本はブックポストではなく、２月27日（水）以降に直接カウン

ターに返却してください。

●休館中もホームページから蔵書検索、資料の予約、貸出延長を行うことが

できますが、資料などの受け取りは２月27日（水）以降となります。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

図書館では、内容が古くなったり傷んでしまったりして破棄する本、

保存期限の過ぎた雑誌を無料で配布します。

期間：2月27日（水）～無くなり次第終了

場所：１階エントランス（図書館入口前）、２階
※１人５冊まででお願いします。

本・雑誌のリサイクル市を行います

開館時間変更＆休館のお知らせ

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

平成31年2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31年3月


