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図書館では「かんなみ読書週間」にあわせて、さまざまな

イベントを開催します。皆さんの来館をお待ちしています。

10月27日～11月９日は

工作教室

「カードケースを作ろう！」 町内の小学生が作成した読書郵便や、中学生が

作成した本の帯を展示します。

読書郵便とは、おすすめしたい本を郵便はがきの

形式で紹介したものです。

本の帯とは、児童書の表紙に巻く帯をデザイン

したものです。

期間／10月24日（土）～11月26日（木）

展示場所／図書館２階

おはなし会

スペシャル 本を読んでビンゴを完成させたら、手作りしおり

などをプレゼントします。

期間／10月24日（土）～11月29日（日）

※ビンゴ用紙の配布は

10月24日（土）～11月８日（日）

対象／小学６年生まで

配布場所／図書館１階カウンター

読書週間のデザインのしおりとブックカバーを

プレゼントします。

期間／10月24日（土）～11月８日（日）

対象／どなたでも

配布場所／図書館１階・２階

要予約イベントへの参加は

図書館カウンターか

お電話（979-8700)で申し込みください！

工作教室とおはなし会スペシャルは町内在住者

のみ参加できます。参加される方はマスクの

着用・手指消毒・検温・問診票記入など、

新型コロナウイルス感染症対策にご協力を

お願いします。

場所 知恵の和館１階　多目的室

対象
町内在住の小学６年生まで
（未就学児は保護者同伴）

募集人数 各回10組または30人まで（先着順）

日にち 10月31日（土）・11月７日（土）

時間 いずれも午後１時30分～２時30分

対象
町内在住の４歳～小学６年生

（小学2年生までは保護者同伴）

持ち物 ハサミ・のり・色鉛筆

募集人数 各回８組または24人まで（先着順）

日にち 10月25日（日）・11月１日（日）

時間 いずれも午後１時30分～２時30分

場所 知恵の和館１階　多目的室



　

　

２階 ＹＡ展示「 」（展示期間 9/26～11/26）

誰もが知るイギリスの名作

『不思議の国のアリス』。

意外と「原作は読んだこと

がない」という人もいるの

では？今月のYA展示は

「アリス」をテーマに、

アリスに関連した本を集め

ました。この機会にアリス

の世界を冒険してみません

か？

廃墟とは今に残る遺産、

ロマン・哀愁・思い出など

人々の暮らしを物語る遺物

です。ノスタルジックな

気分に浸ってみてはいかが

でしょうか。

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。

10月特集展示のお知らせ

２階 地域展示「 」（展示期間 9/26～11/26）

２階 特別展示「引退 内田篤人選手」（展示期間 9/26～10/22）

以下の特集展示も、引き続きお楽しみください。

★１階展示 「小さい人たち」 （展示期間 8/29～10/22）

★２階展示 「大人だって勉強したい！」（展示期間 8/29～10/22）

★２階特別展示「新型コロナウイルス感染症と妖怪」（展示期間：当分の間）

函南町出身の内田篤人選手

（鹿島アントラーズのＤＦ）

が、14年半のプロサッカー

選手生活にピリオドを打ち

ました。内田選手やサッカー

に関する本を展示しています。

ぜひご覧ください。

お疲れ様！ありがとう！

タイトル 著者名 請求記号

不思議の国のアリス
コンプリート・イラストレーションズ
テニエルのカラー挿絵全集

ルイス・キャロル/原作
ジョン・テニエル/絵

楠本 君恵/訳
726.5 テ

ふしぎの国のアリス　完訳版
ルイス=キャロル/作

芹生 一/訳
933 キ

地下の国のアリス
ルイス・キャロル/著

安井 泉/訳・解説
933.6 キ

２階ＹＡ展示　職員オススメ本

タイトル 著者名 請求記号

チェチェン
廃墟に生きる戦争孤児たち

オスネ・
セイエルスタッド/著

青木 玲/訳
302.29 セ

よくわかる空き家対策と
特措法の手引き
空き家のないまちへ

リレーション/編著 365.3 ヨ

廃線紀行
カラー版 もうひとつの鉄道旅

悌 久美子/著 686.2 カ

２階地域展示　職員オススメ本

タイトル 著者名 請求記号

僕は自分が見たことしか
信じない　文庫改訂版

内田 篤人/著 Ｋ780 ウ

内田篤人
悲痛と希望の3144日

了戒 美子/著 Ｋ780 ウ

がんばれ！ウッチーマン
内田 篤人/監修
326/作・絵

Ｋ780 ウ

２階特別展示　職員オススメ本



　

　

令和２年度上半期人気図書ランキング
（令和２年４月１日～令和２年９月30日）

≪全ジャンル≫

≪一般書・59類≫

≪地域資料≫

≪絵本≫

≪ＣＤ≫

≪ＤＶＤ≫

≪一般書・0～8類≫

≪雑誌≫

≪児童書≫

順位 タイトル／作者名

かいけつゾロリ（シリーズ）

原 ゆたか/作・絵

ほねほねザウルス（シリーズ）
カバヤ食品株式会社/原案・監修

ぐるーぷアンモナイツ/作・絵

おばけずかん（シリーズ）

斉藤 洋/作

2

3

1

順位 タイトル／作者名

3

クスノキの番人

東野 圭吾/著

落日

湊 かなえ/著

希望の糸

東野 圭吾/著

2
ライオンのおやつ

小川 糸/著

1

順位 タイトル／作者名

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

ブレディみかこ/著

2
なぜ僕らは働くのか

池上 彰/監修

3
るるぶお伊勢まいり　2019

JTBパブリッシング/出版

1

順位 タイトル／作者名

伊豆´20　まっぷるマガジン

昭文社/出版

るるぶ伊豆´20

ＪＴＢパブリッシング/出版

2

函南町誌　上巻

函南町誌編集委員会/編集

ぐるぐるマップEast　vol.41

静岡新聞社/出版

晴れたらいいな！旅して温泉！

マガジントップ/出版

1

順位 タイトル／作者名

チャレンジミッケ！ ７

ウォルター・ウィック/作
糸井 重里/訳

2

そらまめくんのぼくのいちにち

なかや みわ/作

ノンタンにんにんにこにこ

キヨノ サチコ/作・絵

1

順位 タイトル／作者名

ＥＳＳＥ

フジテレビジョン/出版

2

CHANTO

主婦と生活社/出版

婦人公論

中央公論新社/出版

ゆうゆう

主婦の友社/出版

1

順位 タイトル／作者名

ちびまる子ちゃん（シリーズ）

ポニーキャニオン/発売1

順位

いっぱいあそぼう！えいごのうた

日本コロンビア/発売

ミッフィーは・じ・め・てどうよう

タイトル／作者名

あそびうた伝

King Record/発売

King Record/発売

1

順位

みんなの日記編集部/編

2
これさえできれば！きほんの料理帖

渡辺 あきこ/[ほか]著

3
アミューズでおもてなし

宮澤 奈々/著

タイトル／作者名

みんなの家事日記
1



　

【お知らせ】文芸作品の展示期間と場所を変更します

　　　　　展示期間：10月24日(土)～11月26日(木)→ 11月28日(土)～12月24日(木)

　　　　　展示場所：知恵の和館 １階 エントランス  → 図書館 ２階 学習の回廊

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。

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！

函南町立図書館 函南町立図書館で検索

※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 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

図書館職員のオススメ本
パリのセーヌ川左岸に、その書店はあります。ジョイスの

『ユリシーズ』を生み出し、ヘミングウェイやフィッツジェ

ラルドなど、名だたる作家や芸術家が出入りした伝説の書店、

初代「シェイクスピア＆カンパニー書店」の２代目で、今も

パリに実在する本屋です。

この書店、ただの本屋ではありません。書棚のあいだには、

本屋にそぐわぬ窮屈そうなベッドが。けれどそれは、貧しい

物書きや詩人たちのために用意された無料のベッドなのです。

著者・ジェレミーは人生に追われ、偶然この書店で暮らす

ことになります。彼が風変わりな面々と過ごした濃密で優し

い日々とは……。

本好きにはたまらないこの本。読み終える頃にはきっとあ

なたもシェイクスピア＆カンパニー書店へ行きたくなること

でしょう。ここは、すべての立ち止まった者たちへの人生の

避難所です。この優しい場所を残してくれたジョージに、私

は心からの感謝を捧げたいです。（Ｈ・Ｋ）

『シェイクスピア＆

カンパニー書店

の優しき日々』

ジェレミー・マーサー/著

2階 小説文庫

936 マ

休館日
おはなし会

午後３時30分～３時45分

工作教室
午後１時30分～２時30分

おはなし会スペシャル
午後１時30分～２時30分

７月15日から９月17日まで募集していた文芸作品の展示期間と場所を変更します。

楽しみにしていた方には申し訳ありません。展示期間までもうしばらくお待ちください。

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10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11月


