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・あらかじめ予約・リクエストいただいた資料のみ、臨時窓口で貸出します。
　ただし、町内在住・通勤・通学者のみです。町外利用者はご利用できません。
・貸出のご用意ができ次第、連絡します。利用者カードを持ってお越しください。

　　令和２年４月号　　　　　Ｎｏ．72

    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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

４月４日(土)から４月30日(木)まで臨時休館します
※状況によって臨時休館期間は延びる場合があります。

●一部利用できるサービス

①予約・リクエスト資料の貸出

　新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、かんなみ知恵の和館は
　４月４日（土）から４月30日（木）まで臨時休館します。
　利用者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
　休館中の図書館サービス対応につきましては、以下のとおりです。

臨時窓口
図書館１階カウンター

午前９時30分～午後５時（※月曜日を除く）

②予約・リクエスト
・予約・リクエストができるのは町内在住・通勤・通学者のみです。
　町外利用者はご利用できません。

視聴覚資料 ３点以内

予約方法
（所蔵資料）

電話・FAX・WebOPACで受け付けます。
（臨時窓口では予約・リクエスト用紙の受取のみ可）

リクエスト方法
（未所蔵資料）

電話・FAXで受け付けます。
（臨時窓口では予約・リクエスト用紙の受取のみ可）

予約・リクエスト
　　　　　　　点数
（※臨時休館
　　　　　期間中）

図書
（大型絵本・大型紙芝居を除く）

10冊以内

雑誌
（※通常時と同様、最新号も予約
はできますが、次号が登録されて
からの提供になります。）

３冊以内

※通常開館中は電話でのリクエストを受け付けていませんが、臨時休館中のみ
　特別に電話でもリクエストを受け付けます。

③返却
・原則、ブックポストをご利用ください。臨時窓口対応中もブックポストは開いています。
・ブックポストに返却できない資料（CD・DVDや、付録のCD・DVDがついている本、
　大型絵本、紙芝居、他館から借り受けた本）のみ臨時窓口にご返却ください。

④延長
・電話・WebOPAC・臨時窓口のいずれかで延長できます。
　※通常と同様に、雑誌や視聴覚資料、大型絵本、他館から借り受けている本は
　　延長できません。また、返却期限を過ぎた資料も延長はできません。

次のページに続きます→



　

●一部利用できるサービス

⑤利用者カードの有効期限更新
・利用者カードの有効期限が切れている人は、臨時窓口で更新ができます。
　利用者カードと身分証を持ってお越しください。
　※利用者カードの有効期限は、登録した日から３年です。
　　カードの有効期限が切れると、貸出や予約ができなくなります。

⑥レファレンス

⑦市町受取サービスの資料の受け取り

●利用できないサービス

・電話、FAXでのみ簡易なレファレンス（資料の蔵書確認など）を受け付けます。
　※臨時窓口での受付不可

・静岡県立中央図書館の「市町立図書館等受取サービス」で予約された資料を臨時窓口で
　受け取ることができます。静岡県立中央図書館の利用者カードを持ってお越しください。

・臨時窓口以外への館内立ち入りができません。
　（閲覧室、新聞・雑誌コーナー、パソコンコーナー、学習の回廊など）
・利用者カード登録
・団体貸出

国立国会図書館長から御礼状をいただきました！

ご不明な点は、函南町立図書館までお問い合わせください。
電話：055-979-8700　FAX：055-979-8711

函南町立図書館がレファレンス協同データベース事業の発展に寄与したとして、

国立国会図書館長から御礼状をいただきました。

図書館では、利用者の皆さんの調べものをお手伝いするレファレンスサービスを

実施しています。その中から函南町ならではの事例や他の質問に応用できそうな

事例等を公開用にまとめ、「レファレンス協同データベース」に登録しています。

このたび、昨年１年間の当館のレファレンス

事例登録件数が368件（選定基準の点数に換算

すると1,056点）にのぼり、レファレンス事業

に貢献したことから御礼状をいただきました。

これからも当館では皆さんの調べもののお手

伝いをしていきます。お気軽に職員までお尋ね

ください。

※臨時休館中は簡易なレファレンス

（資料の所蔵確認など）のみ受け付けます。

当館がレファレンス協同データベースに登録した

事例の一覧は図書館ホームページから見ることができます。



 著者 請求記号

日野原 重明/著 159 ヒ

浅田 次郎/著 F アサ

乙一/著 F オツ

原田 ひ香/著 F ハラ

東野 圭吾/著 F ヒカ

ヤコブ・ヴェゲリウス/作
菱木 晃子/訳

949 ヘ

　

著者 請求記号

池田 晶子/著 100 イ

角野 栄子/著 913 カ

R.J.パラシオ/作
中井 はるの/訳

933 ハ

著者 請求記号

松本 健治/監修 491.8 メ

香川 芳子/監修
川端 輝江/編
浅尾 貴子/[ほか]著

498.55 シ

新名 史典/編著
隈下 祐一/著
加藤 信一/著

576.5 シ

著者 請求記号

猪谷 千香/著 070 イ

塚田 祐之/著 070 ツ

烏賀陽 弘道/著 361.45 ウ

こんなときだからこそ！おすすめの本

タイトル

免疫学の基本

実践で学ぶ女子栄養大学の
バランスのよい食事法

洗浄と殺菌のはなし

健康管理～ウイルスから身をまもるために～

　　日用品の在庫や感染の予防法などに関して、デマ情報が飛び交っています。
　　デマ情報に騙されないために、日頃からメディアリテラシー（情報を見極める力）
　　を身につけましょう。

失はれる物語

トキオ

生きていくあなたへ

ワンダー

　　厚生労働省ホームページでは、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、
　　普段の健康管理が挙げられています。
　　十分な睡眠とバランスのよい食事を心掛け、免疫力を高めることが大切です。

ＹＡ世代におすすめの本

タイトル

14歳の君へ どう考えどう生きるか

境い目なしの世界

フェイクニュースの
見分け方

デマ情報にだまされない！
～メディアリテラシーを身につけよう～

タイトル

その情報、本当ですか？

その情報はどこから？

新型コロナウイルス関連本

家にいる時間の増えた今だからこそ、本を読んでみませんか？

タイトル

曲芸師ハリドン

壬生義士伝　上・下

三千円の使いかた

https://2.bp.blogspot.com/-ZC5B63YgnYA/VpjCdKdYbTI/AAAAAAAA3Ao/rXfZiFLisc8/s800/group_student.png


　

図書館職員のおすすめ本

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

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

※４月４日(土)～４月30日(木)は臨時休館します。

臨時休館期間は延びる場合があります。

臨時休館日の臨時窓口開設時間は

９：30～17：00（月曜日を除く）です。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

31

令和２年5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

令和２年4月

臨時休館日休館日

主人公である皆川七海は、ぼんやりとした毎日を送る

不器用な派遣教員です。ある日SNSで恋人を見つけ、

やがて結婚へとたどり着きますが、SNSを使ったことで

次々と問題や悩みが生まれます。その後、あることがきっ

かけで職も夫も失うとSNSで出会った怪しいなんでも屋に

アルバイトを紹介してもらうことになります…。

ハッピーエンドではなく、主人公や登場人物に共感でき

るかと言えば難しいのですが、現代のネット文化をベース

にリアリティとファンタジーが入り混じり、読者に「あり

えないことだけど実際にどこかで起きていることかもしれ

ない」と思わせ、どこか他人事ではないそわそわとした

気持ちにさせる物語です。

近年、SNSが私たち生活の中で欠かせないものとなりま

した。作中では、そんな現代社会における人との出会いや

虚しさとネット上での人間関係の希薄さが際立っています。

この本を読んで、作品のテーマである“何気ない日常の

何気ないことから起きる出来事”を目撃してください。

映像化もされている作品なので、機会があれば映像作品も

ぜひ見てみてください。（ 職員K.S ）

『リップヴァン

ウィンクルの花嫁』

岩井 俊二/著

文藝春秋 F イワ

２階開架


