
　

図書

貸出期間

５冊以内

３冊以内

２点以内

予約方法
（所蔵資料）

窓口・電話・FAX・WebOPAC・館内OPACで受け付け
ます。

リクエスト方法
（未所蔵資料）

窓口・FAXで受け付けます。

　◎予約・リクエストについて
　・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。
　・臨時休館中は予約・リクエスト点数を変更していましたが、６月２日（火）からは通常の点数
　　に戻りました。 図書・雑誌・視聴覚資料それぞれに上限がありますが、すべての合計で５点
　　までとなりますのでご注意ください。
　・６月２日（火）からはリクエストは窓口・FAXのみの受付に戻ります。電話では未所蔵資料の
　　リクエストは受付しませんので、ご注意ください。

予約・リクエスト
　　　　　　　点数

図書
（大型絵本・大型紙芝居を除く）

雑誌

視聴覚資料

すべて合わせて
５点以内
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　・当分の間、貸出冊数と貸出期間を変更します。

貸出冊数

　◎貸出について

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
（※他館からの借受資料は短い場合あり）

【来館する際のお願い】
・館内での滞在時間は目安30分以内でお願いします。

・マスク着用のご協力をお願いします。

・体調不良の方は、入館を控えるようお願いします。

・こまめな手洗いや手指の消毒をお願いします。

・周囲の方と十分な距離（できるだけ２ｍ程度）を保つようご協力お願いします。

【利用制限について】
・パソコン利用（インターネット・データベース検索、CD・DVDの視聴、持ち込みパソコン席の

利用いずれも）は、当分の間休止します。

・館内での学習は、当分の間禁止します。

・飲食スペースでの食事も、当分の間禁止します。

・閲覧席の数を減らし、間隔を空けます。

６月２日（火）から制限付きで

開館を再開しました
※状況によってサービス内容は、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



　

　
朝鮮王朝と現代韓国の

悪女列伝
魔性の女の栄華と転落！

康 熙奉/著 282.1 カ

★2020年の本屋大賞コーナーもあります！　（２階新聞雑誌コーナー付近）

毒きのこ
世にもかわいい危険な生きもの

新井 文彦/写真
白水 貴/監修
ネイチャー＆

サイエンス/構成・文

657.8 ト

歴史を変えた！
「美女」と「悪女」大全

榎本 秋/監修 280.4 レ

タイトル 著者 請求番号

もったいないばあさん
がくるよ！

真珠 まりこ/作・絵 Ｅ シ

最新！
リサイクルの大研究

田崎 智宏/監修 518 サ

かわいいパッケージ
クラフト［１］

平田 美咲/作 754 ヒ

★２階展示　「美しいものには…」（ 展示期間：６/２～８/27 )

２階展示の職員オススメ本

　
　　　　　　　　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。

★1階展示　「ゴミをへらそう」　( 展示期間：６/2～６/25 )

１階展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

１階の展示コーナーでは環境や

ゴミについての本を集めました。

函南町では毎年、たくさんのゴミ

が出ています。

環境を守るために、ゴミを減らす

ことを考えてみませんか。

世の中には美しい人や動物等、

美しいもので溢れています。

ただ、美しい見た目に誘われて

近づいたが最後！！痛い目にあう

なんてこともあるかもしれません

よね…。

皆さん、見た目だけで判断するの

は怖いことですよ！ちゃんと心の

目で見極めてくださいね。

2020年の本屋大賞受賞作発表に合わせて、今回や過去の受賞作を展示しています。

予約の入っている本も多くありますが、ぜひチェックしてみてください！

部門 タイトル 著者 請求番号

大賞 流浪の月 凪良 ゆう/著 F ナキ

翻訳小説部門 １位 アーモンド
ソン・ウォンピン/著

矢島 暁子/訳 929.1 ソ

「超発掘本！」 無理難題が多すぎる 土屋 賢二/著 914.6 ツ

各部門の受賞作品



　

　

★以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

問題だらけの女性たち
ジャッキー・
フレミング/著
松田 青子/訳

726.6 フ

いま、子どもに
伝えたい性のQ&A

アクロストン/著 367.9 イ

はじめよう！ＳＯＧＩハラ
のない学校・職場づくり

「なくそう！
ＳＯＧＩハラ」
実行委員会/編

367.9 ハ

★２階特別展示「わたしたちには権利がある」（展示期間：６/２～７/21）

２階特別展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

発達障害の子のための
「すごい道具」

安部 博志/著 378.8 ア

発達障害のわたしのこころの声 星野 あゆみ/著 916 ホ

コーヒーはぼくの杖
岩野 響・岩野 開人
・岩野 久美子/著 289.1 イ

はじめての園芸入門 金子 明人/著 620 カ

観葉植物と暮らす
育て方、楽しみ方のガイドブック

ＮＨＫ出版/編 627.8 カ

★２階ミニ展示「発達障害について知ろう」（展示期間：３/28～７/21）

２階ミニ展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

みちくさの名前。
雑草図鑑

吉本 由美/著 470.4 ヨ

★2階ＹＡ展示「植物のある生活」（展示期間：３/28～７/21）

２階ＹＡ展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

あたたかな日差しが増え、植物が

もっとも輝く季節です！

瑞々しい植物と共にフレッシュな

生活を始めませんか？

発達障害について知っています

か？

4月2日は「世界自閉症啓発デー」

と定められ、日本でも4月2日～

8日は「発達障害啓発週間」とし

て、さまざまな取り組みがおこな

われています。

この機会に発達障害について知っ

てみませんか？

６月23日～29日は「男女共同

参画週間」です。

誰もが自分らしく働ける社会を

目指すには、わたしたちの権利

と現状を知ることが第一歩です。

固定観念を解きほぐし、日常の

中の差別に「ＮＯ」をつきつけ

ましょう。



　

図書館カレンダー

２階特別展示「新型コロナウイルス感染症関連本」

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

  函南町立図書館で検索

0

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。

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

6月のおはなし会は

お休みです。

デマ情報に騙されない！

～メディアリテラシーを身につけよう～

多くの情報が求められる時、

事実に反する情報（デマ情報）

が流れてしまうことがあります。

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。

感染症のパスファインダー（調べ方案内）が新しくなりました。

こちらもあわせてご覧ください。

休館日

２階特別展示コーナーでは、

新型コロナウイルス感染症

関連資料を展示しています。

展示本の中には感染症の歴史

や解説本、新型コロナウイルス

感染症の新刊もあります。

ぜひご利用ください。

タイトル 著者 請求記号

ビジュアルパンデミック・マップ
伝染病の起源・拡大・根絶の歴史

サンドラ・ヘンデル/著
竹田 誠・竹田 美文

/日本語版監修
関谷 冬華/訳

493.8 ヘ

新型コロナウイルス対策
手作りマスクＢＯＯＫ

国際情勢研究会/編 498.6 シ

コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョルダーノ/著

飯田 亮介/訳
974 シ

パスファインダー（調べ方案内）もご用意してます！

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２年6月

感染症対策として、普段の健康管理も大切です。

健康管理についての本もあわせて展示しているので、

ぜひご覧ください。

タイトル 著者 請求記号

人間はだまされる
フェイクニュースを見分けるには

三浦 準司/著 070ミ

ダメ情報の見分けかた
メディアと幸福につきあうために

荻上 チキ・飯田 泰之
・鈴木 謙介/著

361.45タ

うわさとデマ 口コミの科学
ニコラス・

デｨフォンツォ/著
江口 泰子/訳

361.45テ


