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　　令和２年５月号　　　 　 　     　Ｎｏ．73

    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
　　　　　令和２年５月12日発行

●一部利用できるサービスについて
◎予約・リクエスト資料の貸出
・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。
・窓口での予約受付や資料検索はできません。必ず事前に電話・FAX・WebOPACで予約・
　リクエストをお願いします。また、臨時窓口以外の場所には立ち入りできません。

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）

◎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。

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。）

・当分の間、貸出冊数と貸出期間を変更します。

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）

※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。

貸出冊数

10冊→20冊に変更
（※雑誌・視聴覚資料は３点のまま変更なし）

２週間→３週間に変更

３冊以内

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）

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５月31日（日）まで、臨時休館しています。

（6月１日（月）は定期休館日です）

５月12日（火）から予約・リクエスト資料の

貸出サービスのみ再開しました

※状況によって臨時休館期間・サービス内容は、変更になる場合があります。

ご不明な点は、函南町立図書館までお問合せください。

電話：055-979-8700 FAX：055-979-8711

お電話承り時間：通常休館日を除く 午前９時30分～午後５時



　

大賞
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３位

川越 宗一/著

2020年 本屋大賞結果発表

タイトル 著者 請求記号

流浪の月

ライオンのおやつ

線は、僕を描く

ノースライト

熱源

凪良 ゆう/著 Ｆ ナキ

小川 糸/著

砥上 裕將/著

横山 秀夫/著

Ｆ オカ

Ｆ トカ

Ｆ ヨコ

Ｆ カワ

Ｆ アイ

タイトル 著者 請求記号

相沢 沙呼/著

川上 未映子/著

知念 実希人/著

早見 和真/著

Ｆ カワ

medium 霊媒探偵城塚翡翠

夏物語

ムゲンのｉ（上・下）

店長がバカすぎて

Ｆ チネ

Ｆ ハヤ

むかしむかしあるところに、
死体がありました。

青柳 碧人/著 Ｆ アオ

アーモンド
ソン ウォンピョン/著

矢島 暁子/訳
929.1 ソ

掃除婦のための手引き書
ルシア・ベルリン/著

岸本 佐知子/訳
933.7 ヘ

無理難題が多すぎる 土屋 賢二/著 914.6 ツ

三体

劉 慈欣/著
大森 望、吉光 さくら

ワン・チャイ/訳
立原 透耶/監修

923.7 リ

著者 請求記号タイトル

本屋大賞とは…書店員の投票だけで選ばれる賞です。
「本屋大賞」は、新刊書の書店（オンライン書店も含みます）で働く書店員の投票で決定する

ものです。過去一年の間、書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦めたい」、

「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。 また「本屋大賞」は発掘部門も設けます。

この「発掘部門」は既刊本市場の活性化を狙ったもので、過去に出版された本のなかで、時代を

超えて残る本や、今読み返しても面白いと書店員が思った本を選びます。

出典: 本屋大賞サイト「本屋大賞とは」<https://www.hontai.or.jp/about/index.html>

本屋大賞受賞作

発掘部門「超発掘本！」

翻訳小説部門

2020年本屋大賞が発表されました。

予想していた作品は入賞していましたか？

受賞作品はいずれも当館で所蔵しています。

すでに予約の入っている本も多くありますが、ぜひご利用ください。



[児童書]
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順位

順位

[地域資料]

順位

　

令和元年度　貸出人気図書ランキング

[一般書]

書名／著者名 書名／著者名

かがみの孤城 かいけつゾロリ シリーズ

辻村 深月/著 原 ゆたか/作・絵

2
沈黙のパレード

2
ほねほねザウルス　シリーズ

東野 圭吾/著 カバヤ食品株式会社/原案・監修

3
蜜蜂と遠雷

3
時の迷路　[正]

恩田 陸/著 香川 元太郎/作・絵

いっぱいあそぼう！えいごのうた

書名／著者名 日本コロムビア/出版

4
そして、バトンは渡された

4
ドラえもん科学ワールドシリーズ

瀬尾 まいこ/著 藤子・Ｆ・不二雄/まんが

5
マスカレード・ナイト

東野 圭吾/著 [ＣＤ]

書名／出版社

ミッケ！ ８ ハロウィーン　キッズソング

ウォルター・ウィック/写真 日本コロムビア/出版

2

へんしんクイズ 落語十八番集　その３

あきやま ただし/作・絵 コロムビアミュージックエンタテイメント/出版

わんぱくだんのたからじま

ゆきの ゆみこ/作

わんぱくだんのてるてるぼうず 書名／出版社

ゆきの ゆみこ/作 ちびまる子ちゃん
「ポケットにキンモクセイ」の巻

休館中の図書館では

2

ＥＳＳＥ　２０１９年　２月号 伊豆　'20

フジテレビジョン/出版 昭文社/出版

ＥＳＳＥ　２０１９年　４月号

2

静岡　'19

フジテレビジョン/出版 昭文社/出版

ゆうゆう　２０１８年１１月号 るるぶ伊豆　'20

主婦の友社/出版 ＪＴＢパブリッシング/出版

[雑誌] ポニーキャニオン/出版

書名／出版社

ゆうゆう　２０１９年２月号

主婦の友社/出版 書名／出版社

（平成31年４月１日
～令和２年３月31日）

臨時休館中はご不便をおかけしております。

休館中の図書館では、返却本の返却処理、予約本回収作業、定期

購入資料の装備・登録。館内の図書、視聴覚資料、机やいすなど

の消毒。感染拡大防止のための環境整備など、開館に備えて日々

作業を行っています。今しばらくご協力をお願いいたします。

☚子育てふれあい・地域交流センターからの応援職員による

本の消毒作業

本屋大賞受賞作・貸出人気図書は予約をして、借りることができます。

臨時休館中の予約方法については１面をご覧ください。

（※予約できるのは、町内在住・在勤・在学中の方のみです。）
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「図書館発行紙」をクリック

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

図書館ホームページでは
「新型コロナウイルス関連サイトリンク集」を公開しています！

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」

函南町立図書館

５月31日（日）まで臨時休館です。

６月１日（月）は定期休館日です。

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

令和２年6月

新型コロナウイルス関連肺炎についてのリンク

・函南町ホームページ「新型コロナウイルス関連肺炎について」

URL…http://www.town.kannami.shizuoka.jp/kenko/taisaku/shingatakorona.html 

町民向け情報が掲載されています。

・厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」

URL…https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

国内の発生状況、感染症対策「新型コロナウイルスに関するQ&A」等が掲載されています。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、おうちで過ごす時間が増えた方が多いかと思い

ます。図書館のホームページでは新型コロナウイルスの情報や、おうちで楽しく過ごすため

に役立つサイトを公開しています。その一部を紹介します。ぜひご参照ください。

・青空文庫（青空文庫）

URL…https://www.aozora.gr.jp/

ボランティアの方の尽力によって運営されるインターネット上の電子図書館で、近代の文芸作品

など様々な電子書籍が収録されています。著作権の切れた作品等が公開されています。

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

31

令和２年5月

おうちで楽しく過ごすためのお役立ちサイトリンク

函南町立図書館

函南町立図書館で検索

「図書館からのお知らせ」の中から「新型コロナウイルス関連肺炎

についてのリンク集を作成しました」・「おうちで楽しく過ごす

ためのお役立ちサイトリンク集を作成しました」をクリック

※休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。

火・木・金曜日 午前９時30分～午後６時

水曜日 午前９時30分～午後８時

土・日曜日・祝日 午前９時30分～午後５時

開館時間

臨時休館日
（臨時窓口開設日）

完全休館日

※臨時休館日の臨時窓口開設時間は

午前９時30分～午後５時（月曜日を除く）です。


