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利用制限を一部緩和しました

県立田方農業高等学校

創立120周年記念写真作品展「田農生の眼差し」
（展示期間：11月25日まで）

県立田方農業高等学校創立120周年を記念し、同校写真部初の校外作品展を開催

しています。また、当館所蔵の関連資料も展示しています。ぜひご覧ください。

２階特別展示

令和3年11月２日（火）から図書館の利用制限を一部緩和しました。

主な変更点は以下の通りです。

なお、制限内容は感染症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。

制限内容の主な変更点

●館内の滞在時間

30分以内→１時間以内

●館内インターネット・データベースパソコンの利用時間

１日１回30分まで→１日１回１時間まで

●研修室での学習利用時間（完全入れ替え制）

午前：9時30分～11時30分 午前：9時30分～12時30分

午後：13時30分～15時30分 → 午後：13時30分～16時30分

夜間：17時～20時（※水曜日のみ）



　

　

鎌田式健康手抜きごはん 鎌田 實/著 498.58 カ

ゲゲゲの女房の「長寿力」 武良 布枝/著 726.1 ミ

しゃべらなくても楽しい！
シニアの座ってできる

健康体操50
斎藤 道雄/著 369.2 サ

なぜ？の図鑑 イヌ 今泉 忠明/監修 Ｒ645 ナ

２階特集展示
　「目指せ！健康長寿～コロナで運動不足になっていませんか？～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（展示期間：10/23～12/23）

２階特集展示の職員オススメ本

タイトル 著者 請求番号

ずーっとずっと
だいすきだよ

ハンス.・ウィルヘルム
/絵と文

久山 太市/訳
Ｅ ヒ

わたしのげぼく
上野 そら/作

くまくら 珠美/絵
Ｅ ク

タイトル 著者 請求番号

11・12月の特集展示コーナーのお知らせ

　　　　　　　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。

1階特集展示　「ワンワン・ニャンニャンday」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（展示期間：10/23～12/23）

1階特集展示の職員オススメ本

★２階ＹＡ展示「手紙」
今回は、歴史上の人物や文豪の手紙、手紙にまつわる実用書、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？

★２階ミニ展示「喫茶去」
「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？

以下の展示も引き続きお楽しみください！（展示期間：11/25（木）まで）

きっさこ

コロナ禍によって外出を控える方が

増加した結果、運動不足やストレス

から心身に悪影響をきたす健康二次

被害の問題が生じています。

特に、中高齢者は身体を動かさない

でいると「フレイル」や「ロコモ

（ロコモティブシンドローム）」に

なりやすいといわれています。

健康を維持するために意識的に運動

に取り組んで「目指せ！健康長寿」。

11月22日は「ワンワン・ニャン

ニャンｄａｙ」ですね。

いつも何気なく接しているワン

ちゃんやネコちゃんのことを、

この機会に調べてみませんか。

日常の何気ない仕草や行動、表情

をよく観察して本を読んでみると、

普段は気付けなかった新たな発見が

あるかもしれませんよ。



今年の冬も、知恵の和館に行こう！

12月19日（日） 冬休みわくわくまつりを開催します

申込み：11月23日（火・祝）より、図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。

申込用紙は図書館、ホームページで手に入れることができます。

問合先：函南町立図書館 電話：055-979-8700

「親子で楽しむ 冬の寄せ植え体験」

親子で寄せ植えを作ります。田方農業高校の

先生と生徒さんが寄せ植えを教えてくれます。

完成した鉢植えはお持ち帰りできます。

場 所：知恵の和館１階 多目的室

時 間：13時～13時45分

対 象：町内在住の

４歳～小学６年生の親子

定 員：先着10組（30人まで）

持ち物：エプロン・軍手・ビニール手袋・

ビニール袋

「おはなし会スペシャル

～英語 de よみきかせ～」

三島南高校の生徒さんが英語で絵本の読み

聞かせや手遊びなどをしてくれます。英語の絵

本だけでなく日本語の絵本も読んでくれるので、

お気軽にご参加ください。

場 所：知恵の和館１階 多目的室

時 間：14時15分～15時

対 象：町内在住の

４歳～小学６年生の子どもと保護者

定 員：先着10組（30人まで）

かんなみ知恵の和館では、主に就学前や小学生の親子を対象に、親子が学んで、遊んで、

体験して、楽しんでもらうため「冬休みわくわくまつり」を開催します。

※当日はマスク着用、手指消毒、検温、問診票記入などの新型コロナウイルス感染対策に

ご協力をお願いします。

かんなみ読書週間のイベント

読み聞かせボランティア

グループおすすめ絵本の貸出

読み聞かせ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：～なくなり次第終了

対象：どなたでも

場所：図書館１階

図書館では読書週間にさまざまなイベントを行っています。ぜひご参加ください。

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：～11月14日（日）まで

実施期間：～11月28日（日）まで

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：～11月14日（日）まで

配布場所：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：～11月25日（木）まで

場所：図書館２階



　　　　

◆文芸作品の展示

◆お詫びと訂正

図書館カレンダー

※12/29(水)～1/4(火)は、年末年始のお休みとなります。

※ 感染症の状況により、予定は変わることがあります。

先月号の令和３年度上半期人気図書ランキング≪図書館全ジャンル≫3位に不足がありました。

『少年と犬』が追加となります。 お詫びして訂正いたします。

「オリンピック・パラリンピックの思い出」
をテーマに、町内在住・在勤の人、または

町内で活動する文芸団体に加入している人

から募集した文芸作品を展示します。

皆さん、ぜひご覧ください。

・期間：11月27日（土）～ 12月23日（木）

・展示場所：図書館2階

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

バムとケロのにちようび

島田 ゆか/作・絵

2

3

1

誤 正 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

※図書・雑誌の返却のみ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

文芸作品展示

（2020年のようす）

  工作教室 （10時～11時）

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（14時～15時）

冬休みわくわくまつり

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12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3年11月


