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    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３年５月７日発行

『アレグロ・ラガッツァ』

あさの あつこ/著

F アサ

５月の２階特集展示は！

『ラスト・ソング』

佐藤 由美子/著

490.14 サ

『80年代洋楽完全ガイド』

764.7 ハ

Music Books 音楽を読もう

心と身体を癒やし、アイディアや集中力を与え、わたしたちの生活に様々な効

果をもたらしてくれる音楽。読んでいるだけで音が聞えてくるような物語から

知識を深める本まで、様々な音楽の本を集めてみました。読書を通して

新しいジャンルを開拓したり、演奏に挑戦してみるのもいいかもしれません。

ぜひ本の中に登場する曲と一緒に楽しんでみてください。

職 員 オ ス ス メ 本

『音の歳時記』

釣谷 真弓/著

762.1 ツ

『音楽の肖像』

堀内 誠一・谷川 俊太郎/著

762.8 ホ

『ミュージック・ブレス

・ユー‼』

津村 記久子/著

Ｆ ツム

展示期間 ４/24（土）～６/24（木）



　

　

５月特集展示コーナーのお知らせ
図書館では、毎月さまざまの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展示「魔法使いになろう！」

勉強、将来、友人関係、コロナ……、毎日の生活は大変なことがたくさん。

そんな厳しい現実を生き抜くには「妄想力」を持て！

……そう、たとえば、魔法使いになる方法を真剣に考えてみよう。

ほら、日常が少しだけ、楽しくならないかな？

２階ミニ展示 「発達障害」

近年「発達障害」という言葉が広く知られるようになりました。

皆さんは発達障害について、どのくらいの知識がありますか。

４/２～４/８は「発達障害啓発週間」、４/２は国連の定めた「自閉症啓発デー」です。

この機会にぜひ、関連する本を読んでみてください。

以下の特集展示も引き続きお楽しみください。（展示期間：～５/27まで）

展示期間 ４月24日（土）～ ６月24日（木）

新しい絵本が次々と出版される中、四半世紀（25年）以上読みつがれている

本があります。これらの本はいつの時も子どもたちに愛されてきました。

この長生きの本たちが子どもたちに愛される共通の要素とは何なのでしょう？

心を込めて読んでみましょう。きっとその答えが見つかるはずです。

タイトル 著者 請求記号

わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ/文・絵
よだ じゅんいち/訳

Ｅ エ

かもさんおとおり
ロバート・マックロスキー/文・絵
わたなべ しげお/訳

Ｅ マ

あくたれラルフ
ジャック・ガントス/作
ニコール・ルーベル/絵
いしい ももこ/訳

Ｅ ル

1階特集展示の職員おすすめ本



　

　

令和２年度年間人気図書ランキング！
（令和２年４月1日～令和３年３月31日）

2021年本屋大賞発表！
2021年の本屋大賞が発表されました。函南町立図書館に来館された皆様の大賞予想は

『お探し物は図書室まで』が最多でした。果たして上位入賞しているでしょうか！？

受賞作はいずれも当館に所蔵があります。

すでに予約が入っている本も多くありますが、ぜひご利用ください。

順位 タイトル 著者 請求記号

大賞 52ヘルツのクジラたち 町田 その子 Ｆマチ

２位 お探し物は図書室まで 青山 美智子 Ｆアオ

３位 犬がいた季節 伊吹 有喜 Ｆイフ

本屋大賞上位3冊

順位 タイトル 著者 請求記号

１位 ザリガニの鳴くところ
ディーリア・オーエンズ/著
友廣 純/訳 933.7オ

翻訳小説部門

順位 タイトル 著者 請求記号

１位 「ない仕事」の作り方 みうら じゅん 726.1ミ

発掘部門「超発掘！」

≪図書館全ジャンルより≫

≪児童書≫

≪雑誌≫

≪一般書・０～8類≫

≪地域資料≫

順位 タイトル／作者名

クスノキの番人

東野 圭吾

2
ライオンのおやつ

小川 糸

希望の糸

東野 圭吾

落日

湊 かなえ

3

1

順位 タイトル／作者名

暮しの手帖

暮しの手帖社1

順位 タイトル／作者名

函南町誌　上巻

函南町誌編集委員会/編集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

ブレイディみかこ
1

順位 タイトル／作者名

かいけつゾロリのきょうふの宝さがし

原 ゆたか/作・絵

ほねほねザウルス 17

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

1



　

　

　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！

図書館カレンダー

対象
町内在住４歳～小学６年生

（小学２年生までは保護者同伴）

持ち物
はさみ・マジック・

セロハンテープ・両面テープ

募集人数 先着8組（最大24人）

日にち ５月９日（日）

時間 14時～15時

場所 知恵の和館 １階 多目的室

y

函南町立図書館 函南町立図書館で検索

工作教室「花束を作ろう！」

こどもの読書週間のイベント

図書館では「こどもの読書週間」にあわせてさまざまな

イベントを開催しています。皆さんのご来館をお待ちしています。

読み聞かせボランティアグループ

おすすめ絵本の貸出

こどもの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／４月24日（土）～５月16日（日）

対象／どなたでも

配布場所／図書館１階・２階

ボランティアさんが選んでくれたおすすめの

絵本を３冊セットで貸出します。

期間／４月24日（土）～なくなるまで

対象／どなたでも

場所／図書館１階

しおり・ブックカバーの配布

工作教室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。

おはなし会スペシャル
４月24日（土）好評のうちに終了いたしました。

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３年６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３年５月
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

※休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。

休館日

おはなし会（15時30分～15時45分）

工作教室（14時～15時）

要予約


