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図書消毒機を導入しました！

12月３日（木）から12月９日（水）は です。

図書館では、皆様に気持ちよく利用していただくため、

１階と２階に一台ずつ、本の消毒機を導入しました。

★消毒機は…

・本を開いた状態で紫外線照射し、ページの中まで殺菌します。

・消臭抗菌剤を循環させて、不快なにおいを消臭します。

・送風により、ページの間にはさまったほこりや髪の毛を除去します。

使い方など、ご不明な点は職員にお尋ねください。

「障害者週間」は、平成16年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者につい

ての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極

的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」（12月９日）に代わるもの

として設定されました。

・利用者カードの作成

ご本人が来館してカードを作ることが困難な場合、代理の方が来館してカードを作ることができ

ます。その場合、障害者手帳と委任状が必要です。またカード作成後に、代理の方が資料を借り

ていくこともできます。

・音訳図書・点字図書の貸出サービス

通常の活字では読書が困難な方に、音訳図書・点字図書を貸し出します。

視覚に障害があり図書館に来館できない方には、図書館からご自宅へ郵送します。

郵送にかかる負担はありません。

図書館に所蔵していない音訳図書・点字図書も、他の図書館から借り受けて貸出が可能です。

音訳図書・点字図書の予約、リクエストは電話でも受け付けています。

・音訳図書・点字図書の貸出点数、期間

貸出点数 ⇒10タイトル（感染症対策のため、現在は20タイトル）

貸出期間 ⇒直接来館の場合・・・2週間（感染症対策のため、現在は３週間）

郵送貸出の場合・・・1ヶ月（発送日を含む）

・宅配サービス

身体に障害のある方、または65歳以上の要介護2程度以上で図書館に来館できない方には、

図書館の本・雑誌・視聴覚資料をお届けします。貸出期間は１ヶ月です。（延長不可）

宅配サービスを利用する方は最初に「宅配サービス利用登録申請書」をご提出ください。

・対面朗読サービス （※現在、感染症対策のため休止中）

視覚障害のある方、またはご自身で本を読むことが困難な方のために、図書館で職員やボラン

ティアがご希望の資料を読み上げます。

利用には事前予約が必要です。（予約は電話でも受け付けています。）

※当館では、耳が不自由な方、聞こえづらい方には筆談で対応しますのでお申し出ください。

その他詳しいこと・ご不明な点は図書館にご相談ください。

電話：055-979-8700 FAX：055-979-8711

～函南町立図書館の「障害のある方へのサービス」～



　

　

　　　　　　　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。

２階ＹＡ特別展示　「鉱物」　（展示期間：11/28～1/21）

２階ＹＡ特別展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

タイトル 著者 請求番号

世界一楽しい
遊べる鉱物図鑑

さとう かよこ/著 459 サ

自分で探せる美しい
石図鑑&採集ガイド

円城寺 守/著 458 エ

小石、地球の
来歴を語る

ヤン・ザラシーヴィッチ/著
江口 あとか/訳

450 サ

２階特別展示　「科学道100冊　2020」　（展示期間：11/28～1/21）

２階特別展示の職員オススメ本

宇宙には、
だれかいますか?

佐藤 勝彦/監修
縣 秀彦/編集

440.4 ウ

美しい電子顕微鏡写真と構造図
で見るウイルス図鑑101

マリリン・J.ルーシンク/著
布施 晃/監修   北川 玲/訳

465.8 ル

イノベーターズ　1
ウォルター・アイザックソン/著

井口 耕二/訳
548.92 ア

以下の特集展示は引き続きお楽しみください　（展示期間：12/24まで）

文芸作品の展示（展示期間：12/24まで）

★1階特集展示

「美術って楽しいな」

線や色や形をくみあわせるだけで

いろんなものがつくれちゃう

美術ってたのしいね！

★２階特集展示

「健康と長寿

ａｒｏｕｎｄ100歳を生きる」

健康で、元気に明るく生きる秘訣とは？

苦難の時代を生き抜いてきた、頼もしい

around100歳のみなさんに聞いてみましょう。

今年の科学道100冊のテーマは、

「驚異のカラダ」

「宇宙フロンティア」

「世界を変えた科学者」です。

当館でもテーマに沿った本を

集めました。

興味のある方はぜひこの機会に

お手に取ってみてださい。

皆さまからお寄せいただいた文芸作品を

２階学習の回廊に展示いたします。

また、作品集は第一集から三集までのバックナンバーも

２階地域資料コーナーに所蔵しています。

併せてご覧ください。

鉱物は古くからさまざまな用途で

使われており、私たちにとって

とても身近なものです。

今回の展示をきっかけに鉱物を知り、

その多様な側面にふれてみませんか。

併せて、２階特別展示「科学道100冊

2020」もご覧ください。

きっと科学への造詣が深まるはずです。

『作品集「文芸かんなみ」 第四集』

函南町立図書館/編集

２階地域資料コーナー K 946 ｻ



　

　

日 時：12月13日（日）13時30分～14時30分（受付：13時～）

場 所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

内 容：楽器の生演奏や手遊び歌とともに、SPAC俳優の演技で『しんせつなともだち』

（方 軼羣/作）の物語の世界をお届けします。

演 者：静岡県舞台芸術センター「SPAC」の俳優２名

対 象：町内在住の０歳～小学６年生までの子どもとその保護者

定 員：先着17組（上限50人）

申込み方法：図書館カウンターまたは電話（979-8700）で申込み

お願い

・マスクの着用をお願い致します。赤ちゃん（2才以下）は不要です。

・受付時に、検温・手指消毒・問診表の記入にご協力ください。

方 軼羣/作

『しんせつなともだち』
を上演します。

今年の「SPACおはなし劇場」は

工作教室

「カードケースを作ろう」
10/25 ・ 11/1

10月27日～11月9日は

「かんなみ読書週間」です。

今年は

新型コロナウイルス感染症対策を

とりながら、

さまざまなイベントを実施しました。

参加してくださった皆さま

ご協力ありがとうございました。

おはなし会

スペシャル
10/31 ・ 11/7

絵本もぜひ

お読みください。

『しんせつなともだち』

方 軼羣/作

君島 久子/訳

村山 知義/画

１階開架 E ﾑ

ふぁん いーちゅん （ ほう いつぐん ）



　

　

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

12月28日（月）から１月５日（火）まで

年末年始のため、休館いたします。

休館期間中もブックポストに本・雑誌の返却はできますが、付録（CD・DVD）付きの本・大型絵本・紙芝居・

視聴覚資料（CD・DVD）・他館から借り受けた本は、開館してからカウンターへの返却をお願い致します。

福袋（本のお楽しみ袋）をご用意しておまちしております！

今年も図書館では、福袋（お楽しみ袋）を用意します。袋の中には、図書館職員や三島南高校

の生徒さんが厳選したオススメの本が３冊ずつ入っています。

参加できるのは１回だけ！無くなり次第終了の、新年早々の運試し！是非どうぞ♪

11月１日（日）静岡県立中央図書館にて、令和２年度優良読書グループ表彰が行われ、

図書館おはなし会ボランティアである「音読グループ つくし」さんが表彰されました。

「つくし」さんは図書館や幼稚園、保育園、学校、高齢者施設などで絵本や紙芝居の

読み聞かせなどのボランティア活動を行っているグループです。

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12月

そして

１月６日からは

休館と開館時間変更のお知らせ

図書館ボランティア「音読グループ つくし」さんが「優良読書グループ」

として静岡県読書推進運動協議会長賞を受賞しました！

※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 ９時30分～18時

水曜日 ９時30分～20時

土・日曜日・祝日 ９時30分～17時

１月10日（日）は成人式のため、13時～17時の開館となります。

ご来館の際はご注意ください。

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3年1月

おはなし会
15時30分～15時45分

開館時間変更
13時～17時

休館日
SPACおはなし劇場

13時30分～14時30分


