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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

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。

「親子で楽しむ 寄せ植え体験」 「おはなし会スペシャル

～英語 de よみきかせ～」

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。

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：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

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）

申込み：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

※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。

文芸作品の展示をしています

今年のテーマは「オリンピック・パラリンピックの思い出」です！

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

文芸作品を展示しています。皆さん、ぜひ

ご覧ください。

また、作品集は第一集から四集までの

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。

展示期間：12月23日（木）まで

展示場所：図書館２階

『作品集「文芸かんなみ」第五集』

函南町立図書館/編集

２階地域資料コーナー K 946 サ

※申込みは締め切りました！



12・１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階ミニ展示「大正時代に参りましょう」 （展示期間：１/27まで）

大正時代は日本で一番短い時代です。

しかし、そのわずか15年ほどの間に

第一次世界大戦や関東大震災が起き

ました。普通選挙やラジオ放送が始

まったのもこの時代です。そんな激動

の時代の中、当時の人々はいったい

どんな生活をし、何を考えていたの

でしょうか。

本を通して、100年前の大正の世界に

触れてみませんか？

２階YA展示「本を開く。時を超える。」 （展示期間：１/27まで）

ここではないどこかへ行きたいと思っ

たことはありませんか？

それならいっそ、時代も文明もすべて

のしがらみも解き放って、「時」を

超えてみませんか？

本ならできます。今すぐに。

さあ、あなたなら「未来」へ行きます

か？それとも「過去」へ戻りますか？

２階特別展示「演劇を味わう・古典を知る」（展示期間：12/23まで）

SPAC（公益財団法人静岡県舞台芸術センター）とのコラボ企画です。

SPACでは11～12月に『桜の国』、来年の１～２月には『夜叉ヶ池』が上演されます。

図書館では上演作品の原作や関連本を展示しています。古典作品の世界に触れ、あなたの

世界を広げてみませんか。

以下の展示も引き続きお楽しみください （展示期間：12/23まで）

★１階特集展示「ワンワン・ニャンニャンday」

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？

日常で見る仕草や行動、表情をよく観察して本を読んでみると、普段は気づけなかった発見が

あるかもしれませんよ。

★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？～」

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。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」。

タイトル 著者 請求記号

大正ロマン手帖 石川 桂子/編 210.69 タ

文豪と感染症 永江 朗/編 913.68 フ

志賀直哉全集　第３巻 志賀 直哉/著 918.6 シ 

2階ミニ展示　職員オススメ本

タイトル 著者 請求記号

十二単衣を着た悪魔 内館 牧子/著 F ウチ

平成うろ覺え草紙 洞田 創/編 F ヘイ

サクラ・タイムトラベル 加部 鈴子/作 913 カ

2階YA展示　職員オススメ本



毎年ご好評をいただいております

お楽しみ袋（本の福袋）の貸出をします。

袋の中には、図書館職員や

三島南高校・田方農業高校の生徒さんがテーマごとに

厳選したオススメの本が３冊ずつ入っています。

借りられるのは１人１袋だけ！なくなり次第終了いたします。

ぜひお手に取ってみてください♪

10月27日～11月9日は「かんなみ読書週間」です。図書館で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。

読書記録ビンゴ

●読書記録ビンゴ

10月23日～11月28日

新年

１月５日から

●工作教室「のびるカードでアート！」

10月31日・11月７日

●おはなし会スペシャル

10月30日・11月６日

●しおり・ブックカバーのプレゼント

10月23日～11月14日

【2021年のテーマ例】

・不思議な行列 ・異国の香り ・自転車ライフ ・近場を極める2021 などなど…

今回はどんなテーマが登場するのか、お楽しみに！



　　　　

※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。

※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

12月29日（水）から１月４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いたします。

休館日

おはなし会（15時30分～15時45分）

冬休みわくわくまつり

函南町発行の地域資料をデジタル公開！
図書館所蔵の地域資料のうち、函南町発行資料をデジタル化し、図書館ホームページで公開

しています。トップページの右側にある「函南町デジタル化資料」のバナーをクリック

すると、そのページに飛びます。公開している資料はCCライセンスに基づいて二次利用が

可能です。ぜひご活用ください。

【デジタル公開中の資料】※令和３年11月時点 ・『町民が選んだ文化財50選』

・『函南町誌』上巻・中巻・下巻 ・『薬師堂仏像群への誘い-函南町桑原-』

・『函南町古文書資料集』（一）～（五） ・『函南町の石造物（一）』

・『函南町の文化財』第二版・第三版 ・『函南町の昔し話しと伝説 第１集』

１月９日（日）の午前中は成人式のため、

駐車場が混雑します。
来館の際はご注意ください。

図書館カレンダー

年末年始休館のお知らせ
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