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10月27日～11月９日は

かんなみ読書週間です

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。

古代体験教室～勾玉作り～

静岡県埋蔵文化財センターの職員が、函南町

の古墳についておはなしをしてくれます。

おはなしの後には勾玉作りもします。

日 時：10月29日（土）

13時30分～15時30分

対 象：町内在住の小学１年生～中学３年生

定 員：先着15組

場 所：知恵の和館１階 多目的室

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。

日 時：11月３日（木・祝）10時～11時

対 象：町内在住の小学６年生まで

（未就学児は必ず保護者同伴）

定 員：先着10組

場 所：知恵の和館１階 多目的室

工作教室「リースを作ろう！」

折り紙などを使って、オリジナルのリースを

作ります。

日 時：11月６日（日）

13時30分～15時

対 象：町内在住の４歳～小学６年生

（小学2年生までは必ず保護者同伴）

定 員：先着12組

持ち物：はさみ、のり、セロハンテープ、

マジック

場 所：知恵の和館１階 多目的室

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25日（火）～11月13日（日）

配布場所：図書館１階、２階

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

おすすめ本を３冊セットで貸し出します。

期 間：10月29日（土）～なくなり次第終了

対 象：どなたでも

設置場所：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。

配布期間：10月29日（土）～11月13日（日）

実施期間：10月29日（土）～11月27日（日）

対 象：小学６年生までの子ども

配布場所：図書館１階カウンター

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29日（土）～11月24日（木）

設置場所：図書館２階

古代体験教室・おはなし会スペシャル・

工作教室は、図書館カウンターまたは

電話（055-979-8700）で事前に

申込みをお願いします。



10・11月の特集展示コーナーのお知らせ
（展示期間：11/24（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特集展示「 翻訳ミステリ 」

以下の展示も引き続きお楽しみください
（展示期間：10/27（木）まで）

★2階特集展示「異界へ行ってみないかい？」

★１階特集展示「おしえて！センパイ！」

図書館だよりには時々、「図書館職員オススメ本コーナー」があるのをご存じですか？

職員の好きな本・心に残った本・イチオシの本などが紹介されています。

今回は、過去に紹介された本を一堂に集めてみました。

面白そうな本はありませんか？心惹かれる本はありませんか？興味のある方、ぜひどうぞ。

★２階ミニ展示「 図書館職員おすすめ本 」

９月30日の「世界翻訳の日」、10月７日の「ミステリー記念日」にちなみ、

翻訳ミステリ小説を集めました。埋もれてしまった真実に光をあてるため、

翻弄される登場人物たちと共に謎へと飛び込んでいきましょう！

★１・2階特別展示「世界アルツハイマーデー」

請求記号

933.6 ホ

933.7 ク

949.7 エ

ストーンサークルの殺人
　M.W.クレイヴン/著

東野 さやか/訳

特捜部Q［1］檻の中の女
ユッシ・エーズラ・オールスン/著

吉田 奈保子/訳

YA展示　職員おすすめ本

タイトル 著者

黒猫/モルグ街の殺人
他6編

ポー/著
小川 高義/訳

請求記号

723.1 ホ

949 へ

726.6 タ

2階ミニ展示　職員おすすめ本

曲芸師ハリドン

アライバル

ヤコブ・ヴェゲリウス/作
菱木 晃子/訳

タイトル 著者

いのちより大切なもの 星野 富弘/著

ショーン・タン/著



※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４年度上半期人気図書ランキング
（令和４年４月１日～９月30日）

［一般書］ ［児童書］

［地域資料］

［雑誌］

［ＤＶＤ］

［絵本］

［ＣＤ］

順位

2

書名／著者名

あきやま ただし/作・絵

わたしのワンピース

にしまき かやこ/絵・文

11ぴきのねこ

馬場 のぼる/著

へんしんトイレ

１

順位

マスカレード・ゲーム

東野 圭吾/著

2

5

4
黒牢城

米澤 穂信/著

書名／著者名

透明な螺旋

東野 圭吾/著

52ヘルツのクジラたち

町田 そのこ/著

3
林 真理子/著

小説8050

逢坂 冬馬/著

同志少女よ、敵を撃て

１

順位

ＥＳＳＥ　　２０２２年０４月号

フジテレビジョン/出版

主婦の友社/出版

ベネッセコーポレーション/出版

書名／出版社

サンキュ！　２０２２年０５月号

ベネッセコーポレーション/出版

サンキュ！　２０２１年０６月号

ゆうゆう　　２０２２年０２月号

１

順位

2

伊豆　'2３

昭文社/出版

鎌倉殿と執権北条氏の歴史

福田 智弘/監修

書名／監修・出版社

るるぶ伊豆　'2３

ＪＴＢパブリッシング/出版１ 順位 書名／出版社

えいごでうたおう

日本コロムビア/出版

童謡   愛すべき日本の名曲集

ポニーキャニオン/出版

１

順位 書名／出版社

でかでかありがとう

げんきげんきノンタン製作委員会/出版
１

順位 書名／著者名

かいけつゾロリのママだーいすき

原 ゆたか/作・絵

入江 久絵/マンガ・イラスト

4

ただしいもちかたの絵本

WILLこども知育研究所/編・著
すみもと ななみ/絵

2

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

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

3

整理整頓
学校では教えてくれない大切なこと １

5
１ねんせいのせいかつえじてん

WILLこども知育研究所/編・著

１



図書館カレンダー

図書館だよりはホームページからも見られます

９時30分～20時水曜日開館時間

火・木・金曜日 ９時30分～18時

土・日曜日・祝日 ９時30分～17時

※閉館中の返却はブックポストをご利用ください。

函南町立図書館 「函南町立図書館」で検索

ホームページ右上「図書館情報」

「図書館発行紙」をクリック

２階特別コーナー

「先生と学生のおすすめ本ＰＯＰコーナー」

休館日

おはなし会
15時30分～16時

おはなし会
10時30分～11時

古代体験教室
13時30分～15時30分

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10月

図書館に研修や職場体験に来て

くれた町内学校の先生と町内・

近隣学校に通う生徒さんが、

おすすめ本のPOPを作ってくれ

ました。特別コーナーでは手作り

のPOPといっしょにおすすめ本も

展示しています。

数々の力作を、ぜひご覧になって

みてください！

日時：11月２日（水）19時～19時45分

場所：知恵の和館 エントランスホール

対象：どなたでも（中学生以下は保護者同伴）

「秋の夜長に」をテーマに、県子ども読書アドバイザーによる朗読おはなし会を行います。

申込みは不要です。特別な夜のおはなし会にぜひご参加ください！


