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今年の４月で平成が終わりを迎えます。

長いようで短かった約30年、皆さんの心に残る平成は

いつだったでしょうか。結婚をした年、子供が生まれた

年、人生の選択を迫られた年、仕事を変えた年や退職し

た年…。楽しい事や悲しい事、たくさんのことを乗り越

えてきた平成を今一度振り返ってみるのはいかがでしょ

うか。

平成に人気があった本や賞を取った本を並べています。

本から思い出される光景はどのようなものでしょうか？

一人一人違った平成を満喫していただけたら嬉しいです。

あなたの忘れられない

平成はいつですか？

「平成をふりかえる」

平成

図書館では、季節に合

わせて特集展示コー

ナーを設けています。

※展示中の本も借りる

ことができます。
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タイトル 著者 請求記号

激動の平成史 内田 樹[ほか]／著 210.77ケ

百年泥 石井 遊佳／著 Ｆイシ

流 東山 彰良／著 Ｆヒカ

☆２階特集展示の職員オススメ本☆

（展示期間：2/27～4/25）



請求記号

Ｅタ

Ｅミ

Ｅヒ

 

　　１階特集展示の職員オススメ本

 　　

　

　1階 特集展示　「友達になりませんか？」（展示期間：2/27～4/25）

タイトル 著者

ソメコとオニ
斎藤 隆介／作
滝平 二郎／絵

あいたくてあいたくて みやにし たつや／作・絵

こんにちはおにさん
内田 麟太郎 ／作
広野 多珂子／絵

　以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

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。（展示期間：1/26～3/21）

・２階 ＹＡ特集展示「マンガが好き!」
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！

・２階 地域展示「富士山の日」
日本最古の「万葉集」、「竹取物語」や「伊勢物語」などの

古典文学などにも描かれ、様々な表情を見せてくれる富士山。

図書館で富士山と文学の関わりを楽しんでみませんか？

蔵書点検を行いました

2月18日から26日に渡り、蔵書点検のための長期休館にご協力いただき

ありがとうございました。図書館では、この間に所蔵するすべての図書

の点検をし、よりよい図書館利用にむけての整理を行いました。

利用者の皆様には、今後とも、不明本をなくすためのご協力をお願い

いたします。

3月特集展示コーナーのお知らせ

絵本の世界でも童話でも、悪役になりが

ちなぼくたちと、お友達になりませんか？

『鬼』や『オオカミ』って聞くと、どう

してみんな逃げてしまうのかな？世の中に

は悪い奴もいるかもしれないけど、それは

『鬼やオオカミだから』じゃないと思うん

だ。いい奴や頑張ってる奴、真面目な奴や

ドジな奴……ぼくたちだっていろんな奴が

いるんだよ。まずはぼくたちのことを知っ

てくれないか？

そして、もし気に入ってくれたなら……

拝啓 図書館に来てくれた君へ



　

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！

タイトルの『駅鈴』は「はゆまのすず」と読みます。奈良時代を舞台に
ひとりの女の子が活躍する物語です。
メールや電話がない時代、都から地方へ向けての連絡は、馬に乗った使

者（駅使）が街道（駅路）沿いを馬を替えながら届けました（これが現在
のスポーツの駅伝のルーツだそうです）。急ぎの知らせだとわかるよう、
その馬に付けたのがタイトルにもある「駅鈴」です。東山道や東海道など
各駅路に三十里ごとに馬や使者の世話をする駅が設けられました。駅の管
理をする駅家に生まれた女の子が主人公の小里です。馬を駆り使者を先導
する駅子に憧れますが、男しかなれないと言われ悔しく思いながらも仕事
を覚え、少しずつ認められていきます。
災害や戦があり、都も相次いで遷都する落ち着かない時代で、自分にで

きることは何か問い、また夢をあきらめない大切さが描かれています。児
童書ですが読み応えもあり、また児童書らしい丁寧な語りで真摯さがある
素敵な物語で、大人の方にもおすすめです。（Kn）

『駅鈴』
久保田 香里／著
くもん出版
913ク（1階開架）

本屋大賞の本をさきどりしよう！

今年も本屋大賞のノミネート作が発表される季節になりました。

本屋大賞は毎年１回、前年の11月からその年の４月まで発表された作品の中から全国の書店

員が「いちばん売りたい本」を選ぶ賞です。2004年の第１回に始まり、今年で第16回目となり

ます。『蜜蜂と遠雷』（2017年大賞）、『かがみの孤城』（2018年大賞）など、大賞受賞作は

ベストセラーとなり、図書館でも多くの予約が入ります。一度たくさんの予約が入ってしまう

と、順番が回ってくるまで長期間お待ちいただくことになります。大量の予約が入る前に、ノ

ミネート作を読んでおきませんか？

今年は何が大賞になるのか、予測するのも楽しいと思います。ノミネート作をご紹介

しますので、ぜひお読みください。※大賞作品の発表は４月９日です。

『火のないところに

煙は』は静岡書店

大賞受賞作です！

『熱帯』『ベルリン

は晴れているか』は

直木賞候補にも選ば

れました。

2019年本屋大賞ノミネート10作（作品名五十音順）

タイトル 著者 出版社 請求記号

愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社 Fミウ

ある男 平野 啓一郎 文藝春秋 Fヒラ

さざなみのよる 木皿 泉 河出書房新社 Fキサ

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 Fセオ

熱帯 森見 登美彦 文藝春秋 Fモリ

ひと 小野寺 史宜 祥伝社 Fオノ

ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社 Fチネ

火のないところに煙は 芦沢 央 新潮社 Fアシ

フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 実業之日本社 Fイサ

ベルリンは晴れているか　 深緑 野分 筑摩書房 Fフカ



　

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。

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

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！

◆場所 キッズルーム

◆対象 どなたでも

◆申込み 不要

※途中入退室 OK

火曜日 15：30～1６：00

木曜日 10：30～11：00

※お楽しみスタンプカードあります。

日にち 3/６(水)

時間 19：00～19：45

◆場所 知恵の和館エントランス

◆対象 どなたでも

※中学生以下は保護者同伴

◆申込み 不要

※県子ども読書アドバイザーさんたち

による朗読おはなし会です。

日にち 3/23(土)

時間 14：00～15：00

◆場所 キッズルーム

◆対象 幼児～小学校低学年

※それ以外の方の参加も可

◆申込み 不要

※かんたんな工作もやります。

お楽しみに！

おはなし会

スペシャル

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

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31年４月


