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　　駅南図書館・岡部図書館の休館日   　 岡出山図書館の休館日

10月 11月

～リサイクル市のお知らせ～
図書館で不用となった本や雑誌を無償配布します。 入場には整理券が必要です。

日時 ☆駅南図書館・・・・・・１１月３日（木・祝） 午前１０時～午後４時３５分

☆岡出山図書館・・・・１１月６日（日） 午前１０時～午後３時

【整理券配布】 駅南図書館・・・・ 当日午前９時３０分から駅南図書館で先着３００人に配布

岡出山図書館・・１０月３０日（日）午前９時３０分から岡出山図書館で先着９０人に配布

※駅南図書館は各回１５人、１５分ごとの完全入れ替え制で実施します。

※岡出山図書館は各回１０人、１５分ごとの完全入れ替え制で実施しますが、

午後１時以降は整理券なしでも入場できます。

※当日は、マスク着用、備え付けの消毒液での手指の消毒をお願いします。

持ち帰り用の袋は用意しておりません。

駅南図書館 前島1丁目7-10 電話 054-636-4800 ＦＡＸ 054-636-4808

岡出山図書館 藤枝5丁目19-1 電話 054-643-3489 ＦＡＸ 054-644-8448

岡部図書館 岡部町岡部6-1 電話 054-637-9400 ＦＡＸ 054-667-3451

2022年10月

通巻381号

１０月２７日（木）から読書週間が始まります。

今年も駅南・岡出山・おかべの３館合同イベントを開催します。

小学生以下の方が対象です。ぜひ、ご参加ください！

読書週間が始まります！

この一冊に、ありがとう

開催期間：１０月２１日（金）～１１月９日（水）

イベント期間中、駅南・岡出山・おかべ図書館で本を返すと、

ひとりにつき１枚、「ありがとうのハート」と各館オリジナルの

しおりをプレゼント！

「ありがとうのハート」は、図書館内にある「おはなしの青空」に

貼ってね。みんなの手で「ありがとうのハート」を青空に飛ばそう！

「おはなしの青空」の変化の様子は、図書館Ｔｗｉｔｔｅｒで

紹介するよ。

※ブックポスト、各地区交流センター、移動図書館車で返却した場合や

ＣＤ・ＤＶＤを返却した場合は、対象外です。



※豪雨などの場合は運休させていただきます

清里カリヨン公園 西益津小学校

藤岡小学校 青島小学校

平島第２公園 青島東小学校

高洲南小学校 葉梨小学校

円月荘 葉梨西北小学校

青島北小学校 高洲小学校

岡部小学校 稲葉小学校

朝比奈第一小学校 大洲小学校

藤枝小学校 瀬戸谷小学校

藤枝中央小学校

【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）

　　・おやおや、おやさい
　　・すすき
　　・しっぽのはたらき
　　・うまかたやまんば

【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）

【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
　2日（日）、　8日（土）

【特別おはなし会】29日（土）

午前１０時
30分から

２6日（水）【赤ちゃんタイム】

午前１１時から １0日（月・祝）、２2日（土）

午後２時から

　1日（土）、 　8日（土）
　９日（日）、１５日（土）
１６日（日）、２２日（土）
２３日（土）、３０日（日）

午後２時から 　1日（土）、　8日（土）

１２日（水） 午後２時～４時 ３１日（月） 午後２時～４時

１４日（金） 午後２時～４時

７日（金） 午後２時～４時 ２６日（水） 午後２時～４時

１１日（火） 午後２時～４時 ２８日（金） 午後２時～４時

５日（水）
午前１０時～１１時 ２４日（月） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２５日（火） 午後２時～４時

４日（火）
午前１０時～１１時 １９日（水） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２１日（金） 午後２時～４時

３日（月）
午前１０時～１１時 １７日（月） 午後２時～４時

午後２時～４時 １８日（火） 午後２時～４時

訪問先日付 時間 訪問先 日付 時間

お知らせ

移動図書館「ふじのはな」

巡回日程表(10月）

１０月のおはなし会

平成21年2月28日に開館した駅南図書館の来館者が500万人を

達成したことを記念し、令和4年9月14日(水)にセレモニーを開催

しました。

記念すべき500万人目の来館者は、市内にお住まいの三輪さん

親子です。 北村市長と共にくす玉を割っていただいた後、花束と

記念品を贈呈しました。

三輪さんは「子どもが、絵本が大好きなので

駅南図書館をよく利用しています。駅南図書

館は絵本がたくさんあるので嬉しいです。」と

話してくれました。

駅南図書館 来館者500万人を達成！
～記念セレモニーを開催しました～



『日本刀が見た日本史』 　『気持ちを届けよう！
　　世界にひとつの手作り手紙』

「刀剣ファン」編集部／著 寺西　恵里子／作 新井　洋行／作・絵

　　
　　

『ほしのおんがくかい』

早川　隆／著 石崎　洋司／ぶん 齋藤　槇／作

北岸　由美／え

　おさんぽカー』

　ネガティブな自分を許してあげよ
う、過去に振り回されない、今日は
思い切って自分を大事にする…。困
難なときを乗り越えるための、励ま
しと癒しの言葉集です。ツイッター
などにつぶやいた言葉をまとめまし
た。

　ヤモリのやもじろうとハリネズ
ミのはりきちは、赤ちゃんの時か
ら大の仲良しです。でも、やもじ
ろうは、かけっこがのろくて木の
ぼりもできないはりきちと遊ぶの
がつまらなくなってしまい…。変
わらない幼なじみの友情を描いた
絵本です。

　 礫投げが得意な若者・弥七は、貧し
い集落を飛び出し、作事集団の黒鍬衆
の一員として尾張国の砦造りに関わり
ます。しかし、その砦に松平元康、の
ちの天下人・徳川家康が攻めてきて
…。『アルファポリス』掲載を改題、
改稿しました。

　マルちゃん、ココちゃん、メイちゃん
は、「ねこねこほいくえん」に通う、い
たずら三人組です。ある日、小さい子た
ちがのっている「おさんぽカー」に乗っ
てみたくなった三人は…。猫たちの不思
議でかわいい大冒険を描いた絵本です。

　星ふる夜、お茶の時間を楽しんでいた、
もぐらくんとはりねずみくん。突然、近く
に星の子・ポッチが落ちてきました。音楽
会に出られない、空に戻れないと泣くポッ
チを助けようとしますが…。小さな生き物
と星の子の友情絵本です。

　絵を描いたり、紙を貼ったりして、世
界にひとつの手紙を作ろう！先生やお世
話になった人、友だちへ感謝を伝える
「ありがとう」の手作り手紙のアイデア
を紹介します。例文も掲載しています。
コピーして使える実物大の型紙付きで
す。

　神話時代から奈良、平安、鎌倉、室
町、そして戦国時代、江戸、明治、近
代へと続く歴史を影から支え、見つめ
てきた日本刀。日本の歴史を動かした
事件や人物たちと日本刀の関わりを紹
介します。

　いつもひとりぼっちのおばけくんです
が、ハロウィンの日だけは特別！　おばけ
に仮装したこどもたちと一緒に遊べます。
ところが、おばけくんの正体がばれそうに
なって…。多様性も学べるＳＤＧｓ時代の
絵本です。

 『おばけくんのハロウィン』

『敵は家康』 『ねこねこほいくえん

『ちょっと方向を変えてみる』 　　　　『やもじろうとはりきち』

辻　仁成／著 降矢　なな／作・絵

一般 コーナー 児童コーナー

のりものだいすき きこえてきたよ

駅南図書館

児童コーナー

みんなちがって みんないい
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ

推し本

岡出山図書館

岡部図書館

『動物行動学者、モモンガに怒られる』

小林 朋道／著

目をあけて眠るアカネズミ、公衆トイレ

をつくるタヌキ…。９種類の野生動物の生

息環境や、それに適応した彼らの習性を、

著者との係わりも交えて紹介し、動物行動

学からの「野生動物たちとの共存」の在り

方について考察します。

郷土・一般コーナー

動物の本

一般 コーナー 児童 コーナー

日本刀を知る

～魅惑の刀剣ワールド～ ひとつ

時代小説

ハロウィン



〔児童書〕

★ (絵本）うちのおかあちゃん　 小手鞠　るい 偕成社

★ （絵本）へそもち 渡辺　茂男 福音館書店

★ たぶんみんなは知らないこと 福田　隆浩 講談社

★ やまの動物病院 なかがわ　ちひろ 徳間書店

〔ビジネス書〕

☆ ハラスメントとメンタルヘルス対策 古見　明子 同文舘出版

☆ 儲かる企業は必ずやっている「見えないコスト」削減！ 岩室　宏 日刊工業新聞社

☆ テイクアウトのデザインアイデア サンドゥー・パブリッシング グラフィック社

☆ 伝わるメモは図解が９割！　 泉　收 自由国民社

☆ 会議カイゼン 高尾　英正 ぱる出版

〔一般書〕

☆ インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル 中澤　佑一 中央経済社

☆ 図解大人のための論語 遠越　段 総合法令出版

☆ 日本中世史最大の謎！鎌倉１３人衆の真実 本郷　和人 宝島社

☆ お金が増える暮らしのルール えま ＫＡＤＯＫＡＷＡ

☆ オーロラ観光ガイド 佐藤　ケンジ 産業新潮社

☆ いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿 マイケル・ケリガン 日経ナショナル
ジオグラフィック社

☆ シマリス完全飼育 大野　瑞絵 誠文堂新光社
　　

☆ 土門拳の風貌 土門　拳 クレヴィス

☆ オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井　奈々 ダイヤモンド社

☆ 世界が青くなったら 武田　綾乃 文藝春秋

☆ 落ち着いたあかつきには 蜂須賀　敬明 双葉社

☆ 羊毛フェルトの比重 高森　美由紀 産業編集センター

図書館のホームページ

https://ｌｉｂ．cｉｔｙ．fｕｊｉｅｄａ．sｈｉｚｕｏｋａ．jｐ/

も、ご覧ください。

蔵書の検索や

予約・延長が

できます


