
　

　

　　２０１９年１０月号　　　　　Ｎｏ．６７

    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

かんなみ読書週間のイベント

🔸「おはなし会スペシャル」～いい歯のちょっといいはなし～
11月８日の「いい歯」にあわせて、いい歯をテーマにした絵本などの読み聞かせをします。

当日は保健師がいい歯のちょっといいはなしもしてくれます。

〔日時〕11月９日（土） 10：30～11：30

〔場所〕図書館１階 キッズルーム

〔対象〕どなたでも

🔸工作教室「飛び出すしかけ絵本を作ろう」
オリジナルストーリーを考え、飛び出すしかけ絵本を作ってみましょう！

〔日時〕10月27日（日） 10：00～11：30

〔場所〕図書館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）

〔募集人数〕15人（先着順）

〔持ち物〕はさみ、のり、絵を描く道具（色鉛筆、マジックなど）

〔申込み〕図書館カウンターまたは電話（979-8700）で申込み

🔸読書記録ビンゴ
本を読んでビンゴを完成させたら、手作りしおりなどをプレゼントします。

〔期間〕用紙配布期間 10月26日（土）～11月10日（日）

ビンゴ実施期間 10月26日（土）～12月１日（日）

〔対象〕小学６年生まで（利用者カードが必要です。）

〔配布場所〕図書館１階カウンター

🔸文芸作品の展示
「元号・改元」をテーマに募集したエッセイ、

短歌、俳句、川柳を展示します。

〔期間〕10月26日（土）～11月21日（木）

〔場所〕知恵の和館１階 エントランスホール

🔸読書郵便＆本の帯の展示
町内の小学生が作成した読書郵便や、中学生が

作成した本の帯を展示します。

読書郵便とは、おすすめしたい本を郵便はがき

の形式で紹介したものです。本の帯とは、

児童書の表紙に巻く帯をデザインしたものです。

〔期間〕10月26日（土）～11月21日（木）

〔場所〕図書館２階

🔸しおり・ブックカバーの

プレゼント
読書週間のデザインのしおりとブックカバーを

プレゼントします。

〔期間〕10月26日（土）～11月10日（日）

〔配布場所〕図書館１階、2階

🔸本、雑誌のリサイクル
古くなって廃棄する本や雑誌を配布します。

〔期間〕10月26日（土）～なくなり次第終了

〔場所〕エントランスホール（図書館入口前）

図書館２階



　

　

　10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階ミニ展示　「実録！図書館の裏側」（展示期間：9/28～11/21）

２階ミニ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

日本の最も美しい図書館 立野井　一恵 010.2 タ

図書館100連発 岡本　真 010.2 オ

おさがしの本は 門井　慶喜 F カト

★２階ＹＡ展示　「ブンガクはオモシロイ？」（展示期間：9/28～11/21）

２階ＹＡ展示の職員オススメ本

文豪聖地さんぽ - 910.26 フ

人間失格 グッド・バイ 太宰　治 F タサ

バイバイ、
ブラックバード

伊坂　幸太郎 F イサ

ひろいせかいには、

みんなのしらないひみつがいっぱい。

ついついだれかに話したくなっちゃうかも？

本をひらいてたくさんのひみつをのぞいてみよう。

先史時代。

それは、人類がまだ文字を知らなかった時代。

秋の夜長に、人類がヒトとして暮らし始めた

ころのことに、思いを馳せてみませんか？

推理小説は謎を解くのが面白いです

が、実は図書館の中にも数々の謎が

潜んでいます。

図書館内で使われているルールや

用語を知れば、あなたも謎が解ける

かも。

ネタバレしても大丈夫です。

図書館の裏側を覗けるのは今だけ！

２階特集展示「先史時代」 （展示期間：10/24まで）

１階特集展示「ひみつ」 （展示期間：10/24まで）

以下の特集展示は引き続きお楽しみください！

「文学」ってなんだか堅苦しくて

おもしろくなさそう、と思って

いませんか？

夏目漱石、太宰治、芥川龍之介……

など、名前は知っているけれど、

実は読んだことのない名作、

たくさんあるのでは？

読んでみたら、おもしろいかも

しれませんよ。



　

令和元年度上半期人気図書ランキング
（平成31年４月１日～令和元年９月30日）

順位 タイトル／作者名

3
蜜蜂と遠雷

恩田　陸／著　

かがみの孤城

辻村　深月／著　

2
沈黙のパレード

東野　圭吾／著　

1

順位

JTBパブリッシング／出版　

タイトル／作者名・出版

るるぶ 信州´20

JTBパブリッシング／出版　

3

無宗教からの『歎異抄』読解

阿満　利麿／著　

るるぶ 愛知´20／
北陸金沢´19／山梨´20

JTBパブリッシング／出版　

2
るるぶ 横浜中華街みなとみらい´20

1

順位

2
るるぶ 伊豆´20

JTBパブリッシング／出版　

タイトル／出版

伊豆´20　まっぷるマガジン

昭文社／出版　

3

静岡´19　まっぷるマガジン

昭文社／出版　

しずおか大人もはまる社会見学　Part2

静岡新聞社／出版　

るるぶ 伊豆´19

JTBパブリッシング／出版　

るるぶ 静岡´19

JTBパブリッシング／出版　

順位

わんぱくだん（シリーズ）

ゆきの　ゆみこ／作　

2
ミッケ！8

ウォルター・ウィック／写真　

タイトル／作者名

3
だるまさん（シリーズ）

かがくい　ひろし／作　

1

順位 タイトル／発売

しまじろうのおやこでうたおうこどものうた

Sony Music Direct／発売1

順位 タイトル／発売

ちびまる子ちゃん（シリーズ）

ポニーキャニオン／発売
1

≪図書館総所蔵より≫

≪一般書・59類≫

≪地域資料≫

≪絵本≫

≪ＣＤ≫

≪ＤＶＤ≫

≪一般書・0～8類≫

順位

3

「引き出し1つ」から始まる！人生を救う片づけ

井田　典子／著　

ひでこさんのたからもの。

つばた　英子・つばた　しゅういち／著　

タイトル／作者名

みんなの家事日記

みんなの日記編集部／編　

冷蔵庫超（スーパー）片づけ術

島本　美由紀／監修　

ジェニファー・Ｌ・スコット／著　

みんなの家事ブック

本多　さおり／監修　

無印良品とはじめるミニマリスト生活

やまぐち　せいこ／著　

「凛とした魅力」がすべてを変える

1

順位

3
ＣＨＡＮＮＴＯ　ちゃんと

主婦と生活社／出版　

タイトル／出版

ＥＳＳＥ

フジテレビジョン／出版　

ゆうゆう

主婦の友社／出版　

1

≪雑誌≫

あなたのイチ押しＢＯＯＫは

ランキング入りしていましたか？

気になった本は是非ご一読を！



　

　

ホームページでおすすめ本をチェックしましょう！

図書館だよりはホームぺ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

図書館カレンダー

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

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10月

日時：令和元年10月13日（日）９:30～17:00
◆集合場所：函南町立図書館２階研修室

◆対象：どなたでも 定員：20名程度

◆費用：かんなみ仏の里美術館入館料

（通常300円 10名以上参加の場合は団体料金200円）

◆持ち物：昼食、筆記用具、ノートパソコンやタブレット

（※パソコン機器類はある人のみで構いません）

◆申込方法：10月10日（木）までに、函南町立図書館カウンター、

電話、メール、電子申請のいずれかでお申し込みください。

メールの場合は、氏名（ふりがな）・連絡先電話番号・

当日持込可能な電子機器（ノートパソコン、タブレット、なし）を本文に入力してください。

※メール・電子申請で申込をした方には申込受付確認の返信が届きます。

休館日を除き３日以上返信がない場合は、ご連絡ください。

◆申込先：函南町立図書館 問い合わせ先（函南町立図書館）

【電話】055-979-8700

【メール】tosyokan@town.kannami.shizuoka.jp 

【電子申請】

図書館HPより申し込めます。

［イベントお知らせ］に外部リンクあり

ウィキペディアタウン

（Wikipedia Town)とは？

その地域に存在する文化財や観光名所

などの情報をインターネット上の百科

事典「ウィキペディア」に掲載し、

情報発信するワークショップ型の

イベントのことです。

今回は「かんなみ仏の里美術館」の

記事を編集します。当日は「かんなみ

仏の里美術館」の見学（ガイド

つき）も行います。

【事前に必要な準備（可能な人のみ）】

「ウィキペディアのアカウント作成 」

ウィキペディアの記事を編集するためにカウントが必要

です。 当日までに、ウィキペディアの〔アカウント作成〕

ページから アカウント作成をお願いします。

アカウントは無料で作ることがで きます。

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

令和元年11月

休館日

おはなし会
（15：30～16：00）

おはなし会
（10：30～11：00）

Wikipedia Town
（9：30～17：00）

読書週間イベント

おはなしエントランス
（19：00～19：45）


