
　

　

    令和２年２月号　　　　　Ｎｏ．７１

    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

「科学道100冊」は、書籍を通じて科学者の生き方・考え方や科学の面白さ・

素晴らしさを届ける事業です。 未知に挑戦しながら未来を切り開いていく科学

者の姿勢や方法に着目し 、全ての人の生きるヒントになる本との出会いを目指

しています！ 出典・科学道100冊委員会ホームページ

期間：1月25日（日）～3月26日（木）

時代を超える良書・・・科学道クラシックス

2019年テーマ本・・・元素ハンター

美しき数学

科学する女性

科学道100冊 ラインナップ

「かんなみ仏の里美術館」のWikipediaの記事が

Wikipedia日本語版全体の中から「良質な記事」に選出されました！

ウィキペディア かんなみ仏の里美術館

検索画面から

→ 検索

昨年12月８日に実施した「Wikipedia Town 函南」にて作成された記事「かんなみ仏の里美

術館」が、Wikipedia：良質な記事」に選出されました。1月23日時点で、ウィキペディア日

本語版全体に1,186,271本の記事があり、良質な記事はそのうちの1,516（0.1％）となっ

ています。

記事作成にご協力いただいた皆様、閲覧くださった皆様、ご協力ありがとうございました。

今後も「Wikipedia Town 函南」を開催していく予定です。

その際は、ぜひ皆様ご参加ください。

※「科学道100冊」のうち、当館では約50冊を所蔵しています。

タイトル 著者 請求記号

世界で一番美しい元素図鑑
セオドア・グレイ/著　ニック・マン/写真
若林　文高/監修　武井　摩利/訳

431.1 ク

ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子/著 487.5 ヌ

フィボナッチ
ジョセフ・ダグニーズ/文
ジョン・オブライエン/絵　渋谷　弘子/訳

Ｅ オ

ほしのはじまり 星　新一/著　新井　素子/編 Ｆ ホシ

♪科学道100冊（２階YA展示）おすすめ本♪



　

　

　　　　　　　　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階地域展示　富士山の日関連「富士山の噴火」　展示期間：1/25～３/26

２階地域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

歴史のなかの大地動乱 保立　道久/著 210.35 ホ

富嶽百景
葛飾　北斎/画

芸艸堂編集部/編
721.8 カ

富士山噴火 高嶋　哲夫/著 F タカ

★２階特別展示　「ハンセン病企画展」　展示期間：1/15～2/19

２階特別展示の職員オススメ本

リーかあさまのはなし
中村　茂 /文
小林　豊/絵

斎藤　千代/構成
Ｅコ

☆以下の特集展示は引き続きお楽しみください！

ハンセン病図書館
山下　道輔/著
柴田　隆行/編

016.5 ヤ

ボンちゃんは82歳、
元気だよ!

石山　春平/著 916 イ

今年から天皇誕生日とも重なる

２月23日「富士山の日」にちなんで

恒例の富士山のコーナーを設けました。

富士山関連の本はたくさんあります

ので、今回は「富士山の噴火」に注目

してみました。

国内で唯一国立と私立のハンセン病

施設がある静岡県ですが、ハンセン病

についてはあまり知られていません。

ハンセン病の歴史は差別と偏見の歴史

でもありました。

この機会にハンセン病や人権について

考えてみませんか。

★1階展示「賞をとった本」

展示期間：12/28～2/19

★２階展示「発掘！書庫良本」

展示期間：12/28～2/19

たくさんの本の中から何を読もうか

考えているあなた！

国内・海外で賞をとった本はいかがですか？

ふだん読まない本でも楽しい本はたくさんあります！

あなたの新しいお気に入りを探してください！

しまったままじゃもったいない！

書庫に埋もれた良本を

発掘しました。

あなたにぴったりの名作が

眠っているかも？

【2階展示のようす】
ふだんは書庫に眠っている本が、ずらりと展示されています。

【１階展示のようす】
受賞した賞がわかるPOPのついた本がならんでいます。



著者 請求記号

古川　真人 F フル

著者 請求記号

川越　宗一 F カワ

　タイトル 作品内容

背高泡立草

奈美は島にある母の実家、古川家の
納屋の草刈りに母や伯母たちと向か
う――。
長崎の離島を舞台に、方言の会話が
味わい深い現在の物語と、古い家や
島に纏わる過去の人々の物語が時代
を越えて語られていく。

タイトル 作品内容

熱源

樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマネク
フは故郷を奪われたポーランド人
や、若き日の金田一京助と出会い、
自らの生きる意味を見出し…。
明治維新後、樺太のアイヌに何が起
こっていたのか。アイヌの闘いと冒
険を描く傑作巨篇。

※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）

第162回芥川賞・直木賞の選考会が１月19日に築地・新喜楽で開催され、

受賞作品が決定しました。各受賞作品をご紹介します。

２月20日（木）から図書館ホームページ及び
Web OPACのURLが変わります

図書館システムのメンテナンスに伴い、図書館ホームページ及びWeb OPACのURLが変更とな

ります。２月20日（木）午後5時30分以降は旧URLからのアクセスができなくなりますので、

お手数ですがブックマーク（お気に入り）等の設定の変更をお願いいたします。

●新しいホームページURL

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tosyokan.town.kannami/

２月21日（金）から図書館メールアドレスが変わります
２月21日（金）から図書館からの予約・リクエスト連絡メールや返却お知らせ

メールのアドレスも変更となります。ドメイン指定受信を設定している方は、

お手数ですが新しいメールアドレスから受信できるよう、設定の変更を

お願いいたします。

●新しいメールアドレス

lib_kannami@info-a.lics-saas.nexs-service.jp

※変更の時間は多少前後します。



　

ホームページでおすすめ本をチェックしましょう！

開館時間変更・休館のお知らせ

本・雑誌のリサイクル市を開催します。

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。

  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

休館日
おはなし会
（15：30～16：00）

開館時間変更
（13：00～17：00）

おはなし会
（10：30～11：00）

おはなし会スペシャル
（10：30～11：30）

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

※2/20～2/28は蔵書点検のため、休館となります。

2月9日（日）は午後１時から開館します。
●２月９日（日）に函南町駅伝大会が開催されます。ゴールが函南町文化センターと

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20日（木）～２月28日（金）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。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29日（土）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29日（土）以降となります。

※図書館ホームページのメンテナンス・URL変更にご注意ください。

（詳細は３面をご覧ください。）

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や

保存期限の過ぎた雑誌を無料で配布します。

期間：2月29日（土）～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

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2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

令和2年2月


