
　

　

「レファレンス」内に検索ボックスあり

   ホームページ右上「図書館サービス」

        で検索

　　２０１９年７月号　　　　　Ｎｏ．６４

    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

かんなみ知恵の和館の来館者数が

100万人を達成しました！

～レファレンス協同データベースの利点～

レファレンス協同データベースは、国立国会

図書館が全国の図書館等と協同で構築してい

る、調べ物のためのデータベースです。

これを活用することで、より早く、幅広い

観点から調べ物を進めることができます。

図書館のホームページからも、検索ができる

ようになりました。ぜひご利用ください。

これからもどうぞよろしくおねがいします

函南町立図書館が「レファレンス協同データーベース」に参入しました。

レファレンスとは・・・利用者の方の質問・相談に対して、図書館司書が必要な資料を

紹介したり、調べ方を案内するサービスのことです。

ご不明な点は、スタッフにお尋ねください ☺

（ホームページアドレス http://crd.ndl.go.jp/reference/）

函南町立図書館

図書館ホームページからの検索方法



　

　

７月特集展示コーナーのお知らせ

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。

２階特集展示　「夏休みに行きたい大人の社会科見学」（展示期間：６/29～８/22）

２階特集展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

タイトル 著者 請求番号

大人も楽しい博物館に行こう 昭文社/刊 069.0 オ

国立科学博物館のひみつ
成毛 眞・
折原 守/著

406.9 ナ

ニッポン駄菓子工場 Beretta/著 588.3 ニ

１階特集展示 「日本のむかしむかし」                (展示期間：６/29～８/22）

1階特集展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

徂徠どうふ
宝井 琴調/文

ささめや ゆき/絵 Ｅサ

ちからたろう
いまえ　よしとも/文
たしま せいぞう/絵 Ｅタ

ざしきわらし 柳田 国男/原作
京極 夏彦/文　町田 尚子/絵 Ｅマ

１階特別展示 「夏だ！どうする？自由研究」     （展示期間：６/29～８/22）

１階特別展示の職員オススメ本

世界一楽しい
遊べる鉱物図鑑

さとう かよこ/著 459 サ

以下の特集展示は引き続きお楽しみください！            （展示期間：７/25まで）

かんたんたのしい
小学生のエコ工作

日本ヴォーグ社/刊 750 カ

ダンボールで作る楽しい
自販機＆ガチャ

大野 萌菜美/監修 754 タ

２階 ミニ展示 「男女共同参画社会」

6/23～6/29までは「男女共同参画社会週間」でした。老若男女問のくくりや、

固定概念に囚われず、様々な個性の人が、自分らしく羽ばたける社会を作りませんか？

2階 YA特集展示 「うつくしい本」

ながめるだけで心が潤う、美しい本を集めました。

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、

テーマを探してみましょう！

むかしの話なんて面白くない！と思って

いませんか？

そんなことありません。

勇ましい話に笑える話。それにちょっぴり

怖い話まで、楽しめるものばかりです。

みんなが生まれるずっと前から語り継がれ

てきたお話を、楽しんでみませんか。

博物館や美術館、工場見学に行って

みませんか？

涼しくて大人が楽しめるおもしろ

スポットもたくさんあります。

今年の夏は楽しく学んで思い出を

つくりましょう。



　

　

「親子で楽しむ

夏の寄せ植え体験」

（13：30～14：15）

田方農業高校の先生と生徒さんが

寄せ植えを教えてくれます。

【場 所】知恵の和館１階多目的室

【対 象】４歳～小学６年生までの親子

「おはなし会スペシャル

～英語 de よみきかせ～」

（14：20～15：00）

三島南高校の生徒さんが英語で絵本の

読み聞かせや手遊びなどをしてくれます。

【場 所】知恵の和館１階多目的室

【対 象】どなたでも

※申込みはいりません。

当日直接会場にお越しください。

「玉手箱さんのおたのしみ会」

（10：00～11：00）

読み聞かせグループ玉手箱さんに

よる劇やパネルシアターなど

【場 所】知恵の和館１階多目的室

【対 象】小学校３年生までの親子

【人 数】親子50組

※詳細は子育て交流センター

（055-979-8800）へ

★自由研究体験講座

「きみは生き残れるか？

～防災サバイバルグッズ

を作ろう～」

８月２日（金）14：00～15：30

簡単な防災サバイバルグッズを

いっしょに作ってみませんか？

【場 所】２階研修室

【対 象】小学１年生～中学３年生

（小学２年生までは保護者同伴）

【人 数】15人

※申込みは図書館カウンターか

電話で7/17から受け付けます。

★工作教室

「お菓子の箱で小物を作ろう」

８月９日（金）10：00～11：30

８月10日（土）14：00～15：30

お菓子の箱を使って

ちょっとした工作をします。

【場 所】２階研修室

【対 象】４歳～小学６年生

（小学２年生までは保護者同伴）

【人 数】各回15人

※申込みは図書館カウンターか

電話で7/17から受け付けます。

★「夏休みブッカー体験」

８月20日（火）14：00～15：30

【場 所】２階研修室

【対 象】小学4年生～中学３年生

【持ち物】単行本サイズの

ハードカバー本1冊

【人 数】12人

※申込みは図書館カウンターか

電話で7/17から受け付けます。

夏休みわくわくまつり ７月28日（日）

※寄せ植え体験の申し込み

は終了いたしました。

県立田方農業高校の生徒さんが、職場体験で図書館に来てくれました。

明るく元気に、本の保護をするカバー貼り、返却された本の排架、

おはなし会など、さまざまな仕事に挑戦してくれました。

高校生の職場体験

ブックカバー貼り

返却本の排架

おはなし会

★おはなし会

「おはなし会スペシャル」

８月18日（日）10：30～11：30

いつもよりちょっと長めの

おはなしを読み聞かせします。
【場 所】１階キッズルーム

【対 象】どなたでも

※申込みはいりません。

その他の夏休みイベント



　

　

  で検索

図書館からのお知らせ

図書館カレンダー

図書館だよりはホームぺージからも見られます。

ホームページ右上「図書館情報」

「図書館発行紙」をクリック

函南町立図書館

９：30～18：00

９：30～20：00

９：30～17：00

※休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。

開館時間

火・木・金曜日

水曜日

土・日曜日・祝日

課題図書は利用頻度が高いため、夏休み

期間中は、より多くの対象者の方にご利用

いただけるよう、貸出方法を変更します。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

夏休み課題図書の貸出について 学習室の開放について

学習目的で図書館を利用する方のために、

学習室を下記の日程で開放します。

ルールを守ってご利用ください。

対象図書

対象期間

対象者

貸出冊数

貸出期限

・静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書

・青少年読書感想文全国コンクール課題図書

　７月２日（火）から８月31日（土）まで

　小学生から高校生まで

　※多くの子どもが借りられるよう、

　　期間中は、対象者以外の貸出はご遠慮ください。

　　ご自身のカードを持参の上、ご本人がご来館ください。

　１人１冊まで

　※自動貸出機は使用できません。

　　カウンターまでお持ちください。

　１週間以内

　※延長、予約はできません。

夏休み工作・体験教室

休館日

おはなし会（15：30～16：00）

おはなし会（10：30～11：00）

夏休みわくわくまつり

おはなしエントランス
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

令和元年7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

令和元年8月

対象期間

場所

注意事項

・ゲーム機、携帯電話の使用は禁止です。

・研修室内での飲食はできません。

・貴重品の管理は各自で行ってください。

・他の利用者の迷惑にならないよう勉強してください。

　図書館２階　研修室

　７月25日（木）～８月27日（火）まで

（図書館休館日及び図書館のイベントがある日は除く）


