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10月１日から利用制限を一部緩和しました

静岡県に発令されている「新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言」が解除

されたことを受けて、令和３年10月１日（金）から、以下のとおり利用制限を一部

緩和しました。

●入館利用

町内・町外在住に関わらず入館できます。ただし、緊急事態宣言の発令されて

いる地域にお住まいの方は、来館をお控えください。

●水曜日の開館時間変更

水曜日の開館時間は通常通り、20時までとなります。

●館内パソコンの一部利用再開

館内インターネットパソコン・データベースパソコン（各１台）の利用を再開しました。

利用する場合は、利用者カードを持って２階カウンターへお越しください。

なお引き続き、CD・DVDの館内視聴、持ち込みパソコンの利用はできません。

●研修室での学習利用再開

研修室での学習利用を再開しました。

利用する場合は、利用者カードを持って２階カウンターへお越しください。

なお引き続き、研修室以外での館内の学習利用はできません。

●おはなし会の再開

令和３年10月23日（土）から、おはなし会を再開します。

なお、10月30日（土）と11月６日（土）のおはなし会スペシャルは

事前の申し込みが必要となります。

※制限内容や期間は、今後の状況によって変更する可能性があります。

ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

最新の情報は図書館ホームページをご覧ください。

【URL】https://www.lics-saas.nexs-service.jp/tosyokan.town.kannami/

【問合先：函南町立図書館】 電話：055-979-8700 FAX：055-979-8711



10・11月の特集展示コーナーのお知らせ
展示期間：11/25(木)まで

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 「手紙」

２階ミニ展示 「喫茶去」

以下の展示も引き続きお楽しみください 展示期間：10/21（木）まで

★１階特集展示 「かぞくとたべるとおいしさアップ！」

★２階特集展示 「食事の選び方は健康の鍵‼」

★１階特別展示 「乳がんは自分で発見できる唯一のがんです

～子どもを守るための健診です～」

２階特集展示と１階特集・特別展示は健康づくり課とのコラボ企画です！

き っ さ こ

「喫茶去」とは「お茶を一服如何ですか」という意味を表す禅の言葉です。

何気なく差し出された一杯のお茶にはたくさんの物語があります。

せわしない日常をしばし忘れて、ただ目の前の一杯のお茶を楽しむ、

そんな贅沢な時を過ごしてみませんか？

今月は、歴史上の人物や文豪の手紙、手紙のまつわる実用書、小説

やエッセイなどを集めました。コロナ禍の今、直接会えないあの人

に電子メールではない手書きのお手紙を書いてみませんか？

タイトル 著者 請求記号

これなら読める龍馬からの手紙 齋藤 孝/著 289.1 サ

カワイイ!
少女お手紙道具のデザイン

北島 都・
山田 俊幸/編

727 カ

ツバキ文具店 小川 糸/著 F オカ

２階ＹＡ展示の職員おすすめ本

タイトル 著者 請求記号

ひよっこ茶人、茶会へまいる。 松村 栄子/著 791.0 マ

日日是好日 森下 典子/著 791.0 モ

利休にたずねよ 山本 兼一/著 F ヤマ

２階ミニ展示の職員おすすめ本



　

　

図書館では読書週間にさまざまなイベントを行います。ぜひご参加ください！

かんなみ読書週間 イベント紹介

おはなし会スペシャル

ちょっと長めのおはなしの

読み聞かせと簡単な工作を行います。

①10月30日（土） 14時～15時

②11月６日（土） 14時～15時

※各回内容は異なります。

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（30人まで）

場 所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

申込み：図書館カウンターまたは

電話(055-979-8700)で申込み

工作教室「のびるカードでアート！」

ジャバラのカードを使って、

オリジナルのアート作品を作ります。

①10月31日（日） 14時～15時

②11月７日（日） 10時～11時

対 象：町内在住の4歳～小学6年生まで

（小学2年生までは保護者同伴）

定 員：各回先着8組（24人まで）

場 所：かんなみ知恵の和館１階 多目的室

持ち物：はさみ、のり、色鉛筆・カラーペン

申込み：図書館カウンターまたは

電話(055-979-8700)で申込み

＜おはなし会・工作教室に参加する方へのお願い＞

・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。

※今後の感染症の状況により予定が変わる場合があります。

読み聞かせボランティア

グループおすすめ絵本の貸出

おはなし会ボランティアさんの選んだ

おすすめの本を３冊セットで貸出します。

期間：10月２３日（土） ～ なくなり次第終了

対象：どなたでも

場所：図書館１階

読書記録ビンゴ

本を読んでビンゴを完成させたら

手作りのしおりなどをプレゼントします。

用紙配布期間：
10月２３日（土） ～ １１月１４日（日）

実施期間：

10月２３日（土） ～ １１月２８日（日）

対象：利用者カードがある小学6年生まで

場所：図書館１階カウンター

しおり・ブックカバーのプレゼント

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２３日（土） ～ １１月14日（日）

配布先：図書館１階、2階

読書郵便＆本の帯の展示

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、表紙に巻く帯をデザイン

したものです。

期間：10月２３日（土） ～ １１月２５日（木）

場所：図書館2階



　　　　

図書館カレンダー

※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

令和３年度上半期人気図書ランキング！
（令和３年４月１日～令和３年９月30日）

≪図書館全ジャンル≫

≪一般書・０～８類≫

≪一般書・59類≫

≪地域資料≫

≪雑 誌≫

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11月

②

②

休館日

おはなし会
（15時30分～15時45分）

おはなし会スペシャル
（①14時～15時／②14時～15時）

工作教室
（①14時～15時／②10時～11時）

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10月

①

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/著

るるぶ 山梨´22

ＪＴＢパブリッシング/出版

1

順位 タイトル/作者名

静岡の町中華

ぴあ株式会社中部支社/出版

北条義時

岡田 清一/著

1

順位 タイトル/作者名

ライオンのおやつ

小川 糸/著

流浪の月

凪良 ゆう/著

少年と犬

馳 星周/著

バムとケロのにちようび

島田 ゆか/作・絵

2

3

1

順位 タイトル/作者名

クロワッサン

マガジンハウス/出版
1

順位 タイトル/作者名

農林水産省職員直伝
　　　　　　　「食材」のトリセツ

マガジンハウス/出版

1


