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【休館日】  駅南図書館・岡部図書館                             １月３１日（月）～２月４日（金） 

        岡出山図書館・各地区交流センター図書室  ２月１４日（月）～１８日（金） 

  １月３１日～２月４日の間に、駅南図書館 

  または岡部図書館のブックポストに返却 

 岡出山図書館、各地区交流センターを利用する時 

  に貸出ができない場合があります。 

  ２月１４日～２月１８日の間に、  

  岡出山図書館のブックポストに返却 

 駅南図書館、岡部図書館を利用する時に貸出が 

 できない場合があります。 

☆ブックポストにはＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープ・紙芝居・大型絵本・他市の図書館から 

 借り受けた本を入れることはできません。  開館日に直接返却をお願いします。 

○蔵書点検とは？ 

 市内図書館、各地区交流センター図書室にある約６２万点の図書資料を点検する棚卸で、年１回資料の場所と

データが一致しているか確認します。市民の皆さまの財産である資料をきちんと管理し、素早く提供するための作

業です。期間中は休館となりご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 
 

○返却について 

 休館中もブックポストに本を返却することはできますが、点検が終わるまで返却処理ができません。 

 そのため下記のような場合がありますので、ご注意ください。 

駅南図書館 今年の漢字 ご参加ありがとうございました！ 
  

     「楽」 １８票 
 

 主な理由： 

   ・コロナでいろいろ制限されていたけど、 

    みんなで楽しく過ごすことができた。 

   ・いつも楽しく過ごせるように。 

           

総数 ３１０枚から１位に選ばれたのは・・・  ２位 「本」 １７票 
 ・家にいる時間が長くなって本をたくさん読んで、 

 好きになった。 

 ・今年もたくさん本を読んだ。 

 ・本をほとんど毎日借りて読んでいた。 

３位 「学」 １０票 
 ・学ぶことがたくさんありました。 

 ・学習を今年がんばっている。 

 ・毎日学校へ通って、いろいろなことを学んだから。 

３位 「友」 １０票 
 ・新しい友達がたくさんできた。 

 ・人生最高に今年友だちができた。 

 ・来年も友だちでいたいから。 
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蔵書点検期間は図書館を休館します 
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※豪雨などの場合は運休させていただきます

平島第２公園 青島東小学校

朝比奈第一小学校 葉梨小学校

円月荘 葉梨西北小学校

藤枝小学校 高洲小学校

藤枝中央小学校 稲葉小学校

清里カリヨン公園 大洲小学校

西益津小学校 瀬戸谷小学校

青島小学校

午後２時～４時

　８日（土）

１２日（水）

午前１０時３０分から

午前１１時から

１４日（金）

１７日（月）

１８日（火）

　８日（土）、　９日（日）
１５日（土）、１６日（日）
２２日（土）、２３日（日）
２９日（土）、３０日（日）

午前１０時～１１時 ２８日（金）

２４日（月）

午後２時～４時 ２５日（火）

午前１０時～１１時

午後２時～４時

午前１０時～１１時

訪問先日付 時間 訪問先 日付 時間

１９日（水） 午後２時～４時
１１日（火）

午後２時～４時午後２時～４時 ２１日（金）

午後２時～４時

午後２時～４時

【駅南図書館】　おはなしのへや 【岡出山図書館】　２階児童コーナー

午前１０時３０分から 　８日（土）

３１日（月）

午後２時～４時

午後２時～４時

午後２時～４時

午後２時～４時

２６日（水）

午後２時から

２６日（水）【赤ちゃんタイム】

１０日（祝・月）、２２日（土）

【岡部図書館】　おはなしのへや 　８日（土）岡出山図書館　２階児童コーナー
チューリップおはなし会　午後２時から

午前１０時３０分から
　８日（土）、１５日（土）
２２日（土）、２９日（土） 　・じゅうにしものがたり

　・おしょうがつさん
　・おちゃのじかんにきたとら
　・もちづきくん
　・ななくさつんで

【岡部支所】　３階　３０１会議室

木曜朗読会～大人のための「おはなし会」～
午前１０時３０分から　１３日（木）

午後２時から

移動図書館「ふじのはな」 

  巡回日程表(1月） 

おはなし会は変更となる場合があります。 

館内掲示や図書館ホームページ・ツイッターをご確認ください。 １月のおはなし会 

クリスマス特別おはなし会を開催しました 

12/18（土） 駅南図書館 

11組29人参加！ 

12/12（日） 岡出山図書館 

6組20人参加！ 

 風船のプレゼント♪ 

 リースのプレゼント♪ 



『ＳＤＧｓでわかる
『本当の「心の強さ」って 今ない仕事図鑑ハイパー』

なんだろう？』 澤井　智毅／監修

齋藤　孝／著 宇野　カオリ／心理学監修

　
次

上村　彰子／構成・文

「今ない仕事」取材班／構成・文

ボビコ／漫画・イラスト

『神社語辞典』 『あかいてぶくろ』  『ねこ学校のいたずらペーター』
本村　のり子／著 林　木林／文 アンネリース・ウムラウフ＝ラマチュ／作

小野　善一郎／監修 岡田　千晶／絵 アダルベルト・ピルヒ／絵

杉山　香織／訳

　　

『冬に編みたいバックの本 『パパとタイガのとびっきりキャンプ！』 『おんせんたまご』
棒針編みとかぎ針編み』 セバスチャン・ブラウン／さく 中尾　昌稔／文

朝日新聞出版／編著 聞かせ屋。けいたろう／やく 河本　徹朗／絵

　勉強での失敗、友だちづきあい、
コンプレックス、将来への不安…。
人生の逆境を乗り越えるには？　し
なやかで折れない、再生力があって
たくましい「柳のメンタル」を身に
つける方法を伝授します。

　どこでも発電マン、サンゴ礁増
殖家、３Ｄ大工さん…。これから
の働き方や、未来に生まれるかも
しれない仕事の紹介と、新しい
チームワークの時代に必要となる
自分と仲間の強みを発見する方法
を解説します。

　悪疫退散、鏡開き、幸先詣…。神
社・神道にまつわる用語を、イラスト
と簡単な説明でゆるく読み解きます。
「神社のあれこれ基礎知識」「おもし
ろい！古事記漫画」なども収録してあ
ります。「大祓詞」全文を掲載した綴
じ込み付録が付いています。

　女の子の手をいつもいっしょに温めて
いた一組の赤い手袋。ある日、女の子は
森で右の手袋を落としてしまいます。通
りかかったきつねが手袋を見つけて枝に
かけておきますが、風で飛ばされてし
まって…。

　黒ねこのペーターは、ねこ小学校の１年
生。失敗ばかりしているけれど、学校は楽
しくて大好きです。そんなある日、町で大
事件が…。オーストラリアで８０年以上愛
されている、挿絵たっぷりの物語です。

　小さなバンブーの持ち手がチャーミ
ングなスモッキングのバック、シンプ
ルなメリヤスベースに交差模様をデザ
インしたミニバック…。棒針編みとか
ぎ針編みで作れる手編みのバックを紹
介しています。

　今日は、とびっきり楽しいおでかけの
日。トラの男の子のタイガは、パパと
いっしょにキャンプに行きます。テント
で眠って、山をのぼって、カヌーをこい
だりするのかな？　ところがキャンプ初
心者のパパは失敗ばかりで…。

　たまごたちが温泉に入って、ごしごしあ
らいっこ。お湯につかって、ぽっかぽか。
すると、たまごのからがピキピキ割れてき
ました。ぱかっ！　なかから出てきたの
は？

駅南図書館 
 児童コーナー 

未来のしごと  ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ 

新刊ピックアップ 

岡出山図書館 

岡部図書館 

         

   傑作！名手たちが描いた小説・ 

  鎌倉殿の世界 
         安部 龍太郎・山本 周五郎・ 

         岡本 綺堂・火坂 雅志・ 

         永井 路子・坂口 安吾 ／著 

 

 源頼朝に仕え、鎌倉幕府を強固な組織とし

た北条義時。しかしその道のりは、身内同士

で血を流しあう陰惨なものでした。その過程の

人間模様を描いた、時代小説の名手６人によ

る傑作を集めたアンソロジーです。 

    郷土・一般コーナー 

 ２０２２年大河ドラマ 

一般 コーナー 児童 コーナー 

冬の贈り物 

一般 コーナー 児童コーナー 

あったまる本 

いぬがすき！ねこがすき！ 

  冬をのりきろう！ 十二支とお正月 

笑門来福 



〔児童書〕

★ （絵本）バズとベンツはおともだち？ ハイディ・マッキノン 潮出版社

★ （絵本）ぼくはほんやさんになる 菊池　壮一 ニコモ

★ しんぱいなことがありすぎます！ 工藤　純子 金の星社

★ ばけねこキッチン 佐川　芳枝 講談社

〔ビジネス書〕

☆ ＩｏＴ、ロボット、ＡＩ、そしてビッグデータ 日本政策金融公庫総合研究所 同友館
小さな企業の活用術

☆ 副業制度の導入と運用の実務 義経　百合子 中央経済社

☆ Ｄａｙ１　毎日がはじまりの日 ジャスパー・チャン ＰＨＰ研究所

☆ その気遣い、むしろ無礼になってます！ 三上　ナナエ すばる舎

☆ 「社会人になるのが怖い」と思ったら読む会社の超基本 神野　沙樹 飛鳥新社

〔一般書〕

☆ はじめての機械学習　中学数学でわかるＡＩのエッセンス 田口　善弘 講談社

☆ ミッドライフ・クライシス　 鎌田　實 青春出版社
８０％の人が襲われる“しんどい”の正体

☆ 奇跡の地図を作った男 下山　晃 大修館書店

☆ 共感という病 永井　陽右 かんき出版

☆ 食品のコクとは何か 西村　敏英 恒星社厚生閣

☆ お味噌知る。 土井　善晴 世界文化ブックス

☆ 山を買いたい！ 宝島社

☆ お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作 はるきる ワニブックス

☆ 一生使えるポジティブ言い換え言葉 えらせん ワニブックス

☆ ものがたりの賊 真藤　順丈 文藝春秋

☆ メディコ・ペンナ 万年筆よろず相談 蓮見　恭子 ポプラ社

☆ 夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 グリム兄弟 平凡社

 図書館のホームページ 

 http://ｌｉｂ．cｉｔｙ．fｕｊｉｅｄａ．sｈｉｚｕｏｋａ．jｐ/ 

        も、ご覧下さい。 

 図書館のホームページ 

 http://ｌｉｂ．cｉｔｙ．fｕｊｉｅｄａ．sｈｉｚｕｏｋａ．jｐ/ 

        も、ご覧下さい。 

蔵書の検索や 

予約・延長が 

   できます 


