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文芸作品を募集します！

函南町立図書館では「オリンピック・パラリンピックの思い出」をテーマにした文芸作品を

募集します。皆様のご応募をお待ちしています。
※応募できるのは、お一人につきエッセイ・短歌・俳句・川柳のうち、１部門かつ１作品のみです。

日 時：７月17日（土）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『おやつがほーいどっさりほい』

の物語の世界をお届けします。

演じ手：静岡県舞台芸術センター「SPAC」の俳優２名（木内 琴子、永井 健二）

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・問診票の記入をしてください。

今年も知恵の和館では夏休みわくわくまつりを開催します。図書館主催イベントの「SPACおはなし

劇場」、今回の演目は『おやつがほーいどっさりほい』です！

募集作品
「オリンピック・パラリンピックの思い出」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
　（貼り付け位置は応募要項を確認。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。）

応募資格 町内に在住、在勤、あるいは町内で活動している文芸団体に所属している方

募集期間 令和3年７月15日（木）から９月23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、11月27日（土）から12月23日（木）まで、かんなみ
知恵の和館内に展示します。原稿は返却しません。
また提出いただいた作品は、「文芸かんなみ第五集」としてまとめて冊子にし、
希望する応募者へ図書館来館の際に配布する予定です。

提出物



７・８月の特集展示コーナーのお知らせ
展示期間 ８/26（木）まで

１階特集展示 「睡眠～寝る子は育つ～」

２階特集展示 「あつい本」

７・８月の２階展示のテーマは「あつい」本です。「あつい」といっても、

「暑い」「熱い」「厚い」「篤い」・・・といろいろな意味の「あつい」が

あります。「あつい」本を読んで厳しい夏の暑さを乗り越えましょう。

みなさんはどの「あつい」本が好きですか？

『北斎漫画』

葛飾 北斎/画

721.8 カ

『とうがらしマニアックス』

とうがらしマニアックス編集部/著

619.9 ト

『はじめてのサウナ』
タナカ カツキ/文

ほり ゆりこ/絵

498.37 タ

タイトル 著者 請求記号

ねないこだれだ せな けいこ/作・絵 Ｅ セ

おやすみ、エレン
カール=
ヨハン・エリーン/著
三橋 美穂/監訳

599.4 エ

はやおきはいいきもち
杉山 千佳/文
神山 潤/監修
夏目 洋一郎/絵

498 ス

職員オススメ本

夏休みになったら、いつもより早く

布団に入ってみない？

眠るといいことがたくさんあるよ。

お母さんに起こされずに目が覚めたら、

君は眠りの天才だ！

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。



　

　

以下の展示も引き続きお楽しみください 展示期間：７/20まで

今年も読書感想文と読書感想画コンクールの課題・指定図書の貸出を行っています。夏の間は多くの方

にご利用いただくため貸出方法を変更しています。利用の際は「課題図書貸出の注意事項」を確認して

ください。

【課題図書貸出の注意事項】

貸出日：８月31日（火）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）

課題図書の貸出を行っています

１階特別展示

「夏休み自由研究 作ってみよう！やってみよう！」

★2階ミニ展示「そけぇらへんの草花」

アスファルト道路のかたすみ、田畑のあぜ道、堤防の土手、そけぇらへんの草花に心ひかれたことは

ありませんか？かわいくもあり、やっかいものでもある植物の本を集めてみました。

★２階YA展示 「青い本」

雨の色・海の色・紫陽花の色・朝顔の色…。青は三原色の一つであり、身近な色として世界中で親し

まれてきました。今回は分野に関係なく色で本を選びました。冷静な気持ちになり、本に触れてみて

ください。

★２階特別展示 「男女共同参画」

誰もが性別に関係なく、「自分らしさ」を発揮できる社会を実現するためには、一人ひとりが理解を

深めることが大切です。ぜひ皆さんで、今生きやすい社会を作っていきましょう。

今年の自由研究はもう決まったかな？それともまだ考え中？君が興味のあるもの、

作ってみたいもの、調べてみたいこと…図書館には自由研究のヒントになる資料が

たくさんあるんだ！まずは君だけの自由研究を

タイトル 著者 請求記号

親子でつくるカンタンかわいいおままごと MaMan＊/著 594 マ

小学生の自由工作パーフェクト　低学年編 成美堂出版編集部/編 750 シ

写真がかっこよくとれる30のわざ　２ 塩見 徹/監修 743 シ

職員オススメ本

展示期間：８/26まで



　

　

図書館では夏休みにさまざまなイベントを行います。ぜひご参加ください！

８月のイベントのお知らせ

＜お願い＞

・マスクの着用をお願いします。

（2歳以下は不要です。）

・受付時に、検温・手指消毒・問診票の記入をしてください。

図書館カレンダー

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。

図書館だよりは、図書館の

ホ－ムページからも読めます。

おすすめ本をチェックしましょう！

おはなし会スペシャル

①８月７日（土） 14時～15時

②８月14日（土） 10時～11時

いつものおはなし会であまり読まない、

ちょっと長めのおはなしの読み聞かせを

行います。

対象：町内在住の０歳～小学6年生

（未就学児は保護者同伴）

定員：各回先着10組（最大30人）

場所：かんなみ知恵の和館 1階多目的室

申込：7月15日（木）から

図書館カウンターか

電話(055-979-8700)で申込み

工作教室
「タコの空気ポンプを作ろう！」

①８月１９日（木） 14時～15時

②８月２２日（日） 10時～11時

科学遊びを取り入れた工作を行います。

空き箱を使って、タコの空気ポンプを

作ります。

対象：町内在住の4歳（年中）～小学6年生

（小学２年生までは保護者同伴）

定員：各回先着8組（最大24人）

持ち物：はさみ・カッター・のり・空き箱

・マジック（絵を描くもの）

場所：かんなみ知恵の和館 1階多目的室

申込：7月15日（木）から

図書館カウンターか

電話(055-979-8700)で申込み

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7月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
①

8 9 10 11 12 13 14
②

15 16 17 18 19
①

20 21

22
②

23 24 25 26 27 28

29 30 31

令和3年8月

おはなし会スペシャル
（①14時～15時／②10時～11時）

工作教室
（①14時～15時／②10時～11時）

SPACおはなし劇場
（13時30分～14時30分）

休館日

おはなし会
（15時30分～15時45分）


