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２階特集展示「めんそーれ沖縄」

昭和47年５月15日、沖縄はアメリカ合衆国から日本へ返還されました。

そして、今年はちょうど50年目になります。

この機会に沖縄の歴史や文化を知り、造詣を深めてみませんか。

展示期間 ４/23（土）～６/23（木）

１階特集展示「かぞくってなんだろう」

あなたの家族は、どんな家族？ペットもいるのかな？人間の家族、動物の家族、世の中

にはたくさんの家族がいます。嬉しい時に一緒に喜んでくれたり、悲しい時に寄り添って

くれたり。でも身近な存在なのに本当の気持ちを伝えられなかったり、支えてくれている

家族のことを負担に感じてしまったり…。家族の形もいろいろ。

5月は母の日、6月は父の日もあります。この機会に家族を考えてみませんか？

展示期間 ４/23（土）～６/23（木）

利用制限を一部緩和しました
５月１日（日）から図書館の利用制限を一部緩和しました。現在の利用制限内容は

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。

現在の利用制限内容

【利用できる主なサービス】 ※滞在時間の制限なし

●資料の貸出・返却・延長（※貸出冊数・期間は通常通り）

●新聞・雑誌・本の閲覧 ●コピーサービス、レファレンスサービス

▼学習利用は受付不要 ※時間制限なし

学習の回廊（学習用）・２階東側（川側）閲覧席（閲覧・学習兼用）の全席で

学習利用可 ※研修室は混雑状況に応じて学習席として開放

▼以下の利用は利用者カードの提示または利用申込書を提出 ※利用時間・席数は通常通り

館内インターネットパソコン・データベースパソコン・持ち込みパソコン席

※引き続き、ＣＤ・ＤＶＤの視聴、館内での食事はできません。

タイトル 著者 請求記号

那覇の市場で古本屋 宇田 智子/著 024.8 ウ

沖縄はいつから日本なのか 仲村 覚/著 219.9 ナ

沖縄の宝もの 中田 桃子/著 589 ナ

２階特集展示 職員おすすめ本



以下の特集展示も引き続きお楽しみください！（展示期間：５/26まで）

★2階地域特集展示「贈りたい本」

記念日や新生活をむかえる大切な人へ贈りたくなる本を集めました。

あなたの気持ちを届けてくれる特別な１冊が見つかりますように。

★ＹＡ特集展示「お金のはなし」
４月から、高等学校に「投資」の授業が加わりました。みなさんはお金が好きですか？

それとも、あまり良いイメージを持たないでしょうか？いつも使っているのに、意外と知らない

お金のはなし。お金にまつわる様々な本を集めました。

★２階特別展示「発達障害について知ろう！」

４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。

また、日本でも４月２日から８日は「発達障害啓発週間」としてさまざまな取り組みが

行われています。この幾会に発達障害について知ってみませんか。

2022年本屋大賞発表！

2022年の本屋大賞が発表されました。図書館に来館された皆さんの大賞予想は

『赤と青とエスキース』が最多でした。あなたのおすすめは上位入賞しているでしょうか。

順位 タイトル 著者 請求記号

１位 三十の反撃 ソン・ウォンピョン 929.1 ソ

２位 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 933.7 シ

３位 クララとお日さま カズオ・イシグロ 933.7 イ

翻訳小説部門

著者 請求記号

吉村 昭 Fヨシ

発掘部門「超発掘本！」

破船

タイトル

受賞作はいずれも当館に所蔵があります。

町内在住・在勤・在学の方は予約もできます。ぜひご利用ください。

順位 タイトル 著者 請求記号

大賞 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 Ｆアイ

２位 赤と青とエスキース 青山 美智子 Ｆアオ

３位 スモールワールズ 一穂 ミチ Ｆイチ

４位 正欲 朝井 リョウ Fアサ

５位 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 Fアサ

６位 夜が明ける 西 加奈子 Fニシ

７位 残月記 小田 雅久仁 Fオタ

８位 硝子の塔の殺人 知念 実希人 Fチネ

９位 黒牢城 米澤 穂信 Ｆヨネ

10位 星を掬う 町田 そのこ Ｆマチ

本屋大賞



[一般書]
順位

順位

[絵本]
順位

順位

順位

順位

順位

原 ゆたか/作・絵

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

2

ふしぎこどもずかん科学
                                       幼児～低学年3

森本 信也/監修

3
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 ほねほねザウルス17

　はっけん！かいていおうこくホネランティス東野 圭吾/著

書名／著者名 [児童書]
推し、燃ゆ 書名／著者名

宇佐見 りん/著 かいけつゾロリ
                たべるぜ！大ぐいせんしゅけんライオンのおやつ

小川 糸/著

4
心淋し川

西條 奈加/著

5
白鳥とコウモリ

東野 圭吾/著

入江 久絵/マンガ・イラスト

くまくまパン

かがくのふしぎひゃっか
              写真と絵で「なぜ？」がわかる

書名／著者名

西村 敏雄/作

5
整理整頓

4
なかの ひろみ/文

甲谷 保和/監修

ウォルター・ウィック/写真
ジーン・マルゾーロ/文　糸井 重里/訳

[雑誌]
書名／出版社

ＥＳＳＥ　２０２１年０１月号

へんしんおんせん

あきやま ただし/作・絵

ミッケ！４

[ＣＤ]
フジテレビジョン/出版 書名／出版社

2
ゆうゆう　２０２１年０２月号 えいごでうたおう

主婦の友社/出版 日本コロムビア/出版

静岡の町中華 NEW動物とあいうえお

3
クロワッサン　２０２１年0３月25日号

2
HIT SONGS for KIDS

マガジンハウス/出版 日本コロムビア/出版

ぴあ株式会社中部支社/出版 ピーエスジー/出版

[地域資料]
書名／著者・出版社 [ＤＶＤ]

るるぶ伊豆　'22 書名／出版社

ＪＴＢパブリッシング/出版 ちびまる子ちゃん
          「まる子、腹巻きをすすめる」の巻

2
北条義時

岡田 清一/著 ポニーキャニオン/出版

3

※児童書のランキングは、 シリーズ本の中で一番多く

貸し出された作品でとっています。

令和３年度年間人気図書ランキング
（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
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図書館カレンダー

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！

函南町立図書館 函南町立図書館で検索

※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 午前９時30分～午後６時

水曜日 午前９時30分～午後８時

土・日曜日・祝日 午前９時30分～午後５時

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／なくなるまで

対象／どなたでも

場所／図書館１階

要予約イベントへの参加は

図書館カウンターまたは、

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。

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／５月15日（日）まで

対象／どなたでも

配布場所／図書館１階・２階

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。

４月23日（土）のイベントは、好評のうちに

終了いたしました。

こどもの読書週間のイベント

工作教室

「メッセージボードを作ろう！」

しおり・ブックカバーの配布

読み聞かせボランティアグループ

おすすめ絵本の貸出

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４年５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４年６月

休館日

おはなし会（15時30分～15時45分）

工作教室（10時～11時）

日にち 5月８日（日）

時間 10時～11時

場所 知恵の和館１階　多目的室

持ち物 はさみ・ホチキス・マジック

対象
町内在住の４歳～小学６年生

（小学2年生までは保護者同伴）

募集人数 先着８組（最大24人）

※申込みは締め切りました


