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　　 南極の未知なる世界最高峰である架空の「狂気山脈」を舞台に、前人未踏の山頂を
　　 目指す登山家たちの挑戦を描いた冒険譚。TRPGのシナリオを原案としたアニメ映画
　　 パイロット・フィルムを上映します。上映会の後には、シナリオ原作者のまだら牛
　　 さんによるトークショーも行います。参加費は無料です。

【狂気山脈 ネイキッドピーク とは？】
クトゥルフ神話と登山を融合させたTRPGシナリオ『狂気山脈 ～邪神の山嶺～』（作：まだら牛）

を原案とするアニメーション映画作品。今回、長編映画化の実現の第一歩として、試験的な短い

映像であるパイロット・フィルムを制作。株式会社山屋を中心とする山岳専門家などの監修を受け、

地に足のついた登山ものとしての映像と、クトゥルフ神話ならではのホラー要素、そして極限状態

での人間ドラマを融合させた作品を目指している。

【まだら牛さん とは？】
TRPGシナリオ『狂気山脈 ～邪神の山嶺～』の原作者であり、

今回の「狂気山脈 アニメ映画化プロジェクト」の企画者。

ゲームクリエイターとしての活動だけでなく、山好きが高じて

山の麓にセルフビルドで小屋を建築したり、登山ガイド資格

（信州登山案内人）を取得したり、山雑誌『ヤクのあしあと』

を発行したりと、幅広く活動している。

※当日はマスク着用、手指消毒、検温にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止する場合があります。

講師：まだら牛 さん

電子申請はこちらから↓

パイロット・フィルム上映会＆トークショー

日時：令和５年３月12日（日）

13時30分～15時（開場：13時～）

場所：函南町文化センター 大ホール

定員：600名（先着順）

申込方法：図書館カウンター、電話、電子申請

のいずれかでお申し込みください。

【！】電子申請の場合は「no-reply@logoform.jp」から

のメールを受信できるよう設定してください。

受付完了メールが届きます。
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「

長泉町井上靖文学館の出張展示を今年も開催します。

令和４年・５年の大河ドラマが静岡県ゆかりであることにちなんで、

北条義時、徳川家康それぞれの時代を舞台に

井上靖が描いた歴史小説を紹介します。

この機会にぜひ井上靖作品を堪能してみませんか？

2月23日は富士山の日です。

2013年に世界文化遺産に登録された富士山は、その美しい自然景観により人の心を打ち、

芸術や信仰を生み出してきました。

偉大なる富士山を抱く静岡県において、富士山について改めて学び、考え、想いを寄せて

みませんか。

恒例となりました「科学道100冊」。

2022年度の３つのテーマ「情報の世紀」「光を追いかけて」「科学史タイムトラベル」に

「科学道クラシックス」を加えた４つのテーマがあります。

〈科学道100冊委員会〉がテーマに沿って選んだ本の中から、当館所蔵の50冊を展示

しています。

（展示期間：3月23日（木）まで）

（展示期間：3月23日（木）まで）

タイトル 著者名 請求記号

電車でめぐる富士山の旅
御殿場、富士宮、富士吉田、清水へ

甲斐 みのり/著 K 089.2カ

世界文化遺産富士山の
すごいひみつ100

グループ・コロンブス/編 K 089 セ

富士日記
山下茂樹富士山写真集

山下 茂樹/著 K 089.7ヤ

地域展示　職員おすすめ本

（展示期間：２月19日（日）まで）

タイトル 著者名 請求記号

食の歴史
100のレシピをめぐる人々の物語

ウィリアム・シットウェル/著

栗山 節子/訳
383.8 シ

川はどうしてできるのか
地形のミステリーツアーへようこそ

藤岡 換太郎/著 452.9 フ

ソフィ―の世界
哲学者からのふしぎな手紙

ヨースタイン・ゴルデル/著

池田 香代子/訳
949.6 コ

YA特集展示　職員おすすめ本
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第168回 芥川賞・直木賞が発表されました！

芥川龍之介賞

直木三十五賞

２階特集展示では「芥川賞・直木賞」を取り上げています
今回の受賞・候補作と近年の受賞作を並べています。

あなたは何作読んだことがありますか？

この機会に読み逃していた過去の作品も読んでみませんか。

函南町に在住・在勤・在学の方は、貸出中の本に予約をつけることができます。

展示期間：２月19日（日）まで

ひとつの都市が現われ、そして消えた―。日露戦争前夜から

第2次大戦までの半世紀、満洲の名もない都市で知略と

殺戮が繰り広げられ…。

日本SF界の新星が放つ歴史×空想巨編。

戦国末期、採掘最盛期を迎える石見銀山。

天才山師・喜兵衛に拾われた少女ウメは、銀山の知識と

鉱脈のありかを授けられ、女だてらに坑道で働き…

渦巻く欲望と死に抗って生きる女の生涯を描く。

幼い娘たちとよく一緒に過ごしたショッピングセンター。

喪服売り場で働く“あなた”は、フードコートの常連の

少女と知り合い…。表題作など全3編を収録した小説集。

人が住み、出ていく。生まれ、死んでいく―。あの災厄から

10年余り。生活も仕事道具も攫われ、妻を喪った男は

その地を彷徨い続けた。仙台在住の書店員作家が、

止むことのない渇きと痛みを描く。

『地図と拳』

小川 哲/著

集英社

Ｆ オカ

『しろがねの葉』

千早 茜/著

新潮社

F チハ

『この世の喜びよ』

井戸川 射子/著

講談社

F イト

『荒地の家族』

佐藤 厚志/著

新潮社

※発注中

タイトル 著者 請求記号 タイトル 著者 請求記号

ジャクソンひとり 安堂 ホセ Ｆ アン
光りのとこに

いてね
一穂 ミチ Ｆ イチ

開墾地
※雑誌「群像」

2022年 11月号

グレゴリー・
ケズナジャット

単行本発注中
雑誌所蔵なし

クロコダイル・
ティアーズ

雫井 脩介 Ｆ シス

グレイスレス
※雑誌「文學界」
2022年11月号

鈴木 涼美
F スス
Ｚ 906

汝、星のごとく 凪良 ゆう Ｆ ナキ

第168回　芥川賞・直木賞ノミネート作品

芥川賞 直木賞
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図書館だよりはホームページからも見られます

２月20日（月）～３月１日（水）は
蔵書点検のため、休館となります

蔵書点検を行うため、２月20日（月）から３月１日（水）まで休館となります。

２月20日（月）～２月27日（月）はWebOPACが
利用できません

　　図書館システム更新のため、２月20日（月）～２月27日（月）はWebOPACが
　　利用できません。
　　期間中のお問い合わせは、電話にてお願いいたしします。
　　（※電話受付は25・26日を除く、８時30分から17時15分までとなります。）
　　ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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

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

※２/５は町駅伝大会のため、13時から開館します。

※２/20～３/１は蔵書点検のため、休館となります。

蔵書点検とは…図書館に所蔵されている全資料があるべき場所に収まっているかどうか確認し、

行方不明のものがないか点検する作業です。

・休館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。

・上記の資料で返却日に間に合わず蔵書点検期間中に返却されたい場合は、平日の

８時30分から17時15分までは職員がおりますので、インターフォンでお呼びください。

・電話でのお問い合わせは、平日の８時30分から17時15分までの受付となります。

※２月25日（土）と26日（日）は職員が不在となります。

・予約資料の受け取りは３月2日（木）からとなります。

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

令和５年２月

休館日

開館時間変更
13時～17時

おはなし会
15時30分～16時

おはなし会
10時30分～11時


