
　

　

　　令和２年７月号　　　　　Ｎｏ．７５

    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７月８日発行

最新情報は随時ホームページをご覧ください。

6月2日から制限付きで開館しています。

状況に応じてサービス内容は、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い合わせください。

電話：055-979-8700 ＦＡＸ：055-979-8711

【予約・リクエストについて】

・臨時休館中は予約・リクエストの点数

を変更していましたが、現在は通常の点

数に戻っています。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。

・リクエストは窓口・ＦＡＸのみの受付

に戻りました。電話では未所蔵資料のリ

クエストは受付できませんので、ご注意

ください。

文芸作品を募集します！

函南町立図書館では「ステイホーム・癒し」をテーマにした文芸作品を募集します。

年齢や性別、町内外問わず、どなたでも応募できます。皆様のご応募をお待ちしています。

※申し込みできるのは、お一人につきエッセイ・俳句・川柳のうち、１部門かつ１作品のみ

です。

新型コロナウイルス感染症対策
皆 様 ご 協 力 お 願 い し ま す。

マスク着用を
お願いします。

手指の消毒を
お願いします。

周囲の方と

十分な距離を
保ちましょう。

体調不良の方の
入館は

ご遠慮ください。

滞在時間は

目安30分以内です。
（学習・食事・PC利用は休止）

図書の貸出20冊まで、

貸出期間３週間以内
に変更しています。

こまめな

手洗い・

消毒を！
できるだけ

２ｍ確保！

いつもよりも多く、

長くなっています。

雑誌・視聴覚資料も

３週間です。

募集作品 「ステイホーム・癒し」をテーマにしたエッセイ・短歌・俳句・川柳

①エッセイ
・Ａ4の原稿用紙２枚（原稿1行目にタイトル、氏名を記入してください。）
・内容に沿った写真1枚
　（貼り付け位置は募集要項を確認。なくても構いません。）
・応募票（7月15日から図書館で配布します。
　　　　　また、図書館ホームページからもダウンロードできます。）

②短歌・俳句・川柳
・短歌・俳句・川柳（同じ用紙に氏名を記入してください。）
・応募票（7月15日から図書館で配布します。
　　　　　また、図書館ホームページからもダウンロードできます。）

募集期間 令和２年７月15日（水）から９月17日（木）まで

提出先 函南町立図書館カウンターに持参、または郵送でご提出ください。

その他

応募作品は自作で未発表のものに限ります。
提出いただいた作品は、10月24日（土）から11月26日（木）まで、かんなみ
知恵の和館エントランスに展示します。原稿は返却しません。
また提出いただいた作品は、「文芸かんなみ第四集」としてまとめて冊子にし、
応募者へ配布する予定です。

提出物



　

　

753 オ

山添 智恵子/著 594 ヤ

１階展示の職員オススメ本

著者 請求番号タイトル

ナチュラルスタイルの
フェルトままごと

小学生の自由工作パーフェクト
低学年編

こどもがたのしくつくる
はじめてのこうさく

100円ショップでうきうき
手づくりおもちゃ

糸に染まる季節

山添 joseph勇/著

吉田 未希子/著

大西 暢夫/写真・文

成美堂出版編集部/編 750 シ

750 ヨ

750 ヤ

★2階ＹＡ展示「植物のある生活」（展示期間：７/21まで）

        以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

　
　　　　　　　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「おうちでできる遊び・自由研究」　( 展示期間：６/27～8/27 )

あたたかな日差しが増え、植物がもっとも輝く季節です！

瑞々しい植物とともにフレッシュな生活を始めませんか？

外で遊ぶのも楽しいけれど、

おうちでできることもいっぱい！

おうちにあるものを使えば、

あれもこれもできちゃう。

アイデア満載の自慢の一品を作ろう！

つくるってたのしいな♪

１階では工作や自由研究の

ヒントを展示しています！

玉ねぎで染めてみました！

次ページへ続きます→



★２階特別展示「新型コロナウィルス感染症と妖怪」（展示期間：当分の間）

★２階特別展示「わたしたちには権利がある」（展示期間：７/21まで）

★２階展示　「美しいものには・・・」（展示期間：８/27 まで）

★２階ミニ展示「発達障害について知ろう」（展示期間：７/21まで）

        以下の特集展示も引き続きお楽しみください！

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。

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。

「あたしは思った————ニューヨークのない世界なんて、いったい

なんだろう？ニューヨークのない世界なんてあるのだろうか？」

アメリカンドリームを体現する夢の街・ニューヨーク。成功を掴んだ

人々が華やかに輝くその影で、レールを外れ、さびれたアパートの窓を

閉め切り、ガスの栓をひねる人がいる・・・。困窮の末に過ちを犯し、

追い詰められた若い夫婦。喉を締め付けられるような、緊迫した逃避行

がはじまります。苦境からの救いになるはずだった紙幣の束は、彼らを

虹の彼方の楽園には導いてくれません。

様々な思惑で、人々が去り、またやってくる大都会。息の詰まるラスト

シーンでは、あえて陽気に、フランク・シナトラ版「Theme from 

New York, New York」を聴いてみてください。舌に残った

重い苦みに、スパイスが効くはずです。(職員K・K）

『さらばニューヨーク』

ウィリアム・アイリッシュ/著 稲葉 明雄/訳

晶文社 933.7 ア ２階開架

図書館職員のオススメ本

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と日本の妖怪の本を展示

しています。新型コロナウイルス感染症が国内で広がり始めた２月末頃から、疫病退散を

願い、アマビエなどの妖怪が話題になりました。アマビエ以外にもどんな妖怪がいるので

しょうか？アマビエのブックカバーも作成しましたので、ご自由にお持ちください。

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？



　

　

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

ホームページでおすすめ本をチェックしましょう！

６月27日（土）から課題図書の貸出がはじまりました！

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

函南町立図書館で検索

例年実施していた

「夏休みわくわくまつり」は

今年は中止となります。

今年も読書感想文と読書感想画コンクールの課題・指定図書の貸出をします。

夏の間はできるだけ多くの方にご利用いただくため、貸出方法を変更します。

ご協力お願いします。

利用の際は「課題図書貸出の注意事項」を確認してご利用ください。

【課題図書貸出の注意事項】

貸出日：６月27日（土）から８月30日（日）まで

貸出冊数：１人１冊まで

貸出期間：１週間以内 ※予約・延長はできません。

自動貸出機での貸出はできません。カウンターをご利用ください。

小学生～高校生のみの貸出になります。

（自分のカードを持って、ご本人がご来館ください）

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7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 31

令和2年8月

休館日


