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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 ３館とも休館日

11月 12月

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11月

通巻382号

第１５回よむゾ―くん大賞 作品募集中！

参加賞もあるよ！ぜひ参加してね♪

※ 詳しくは、図書館までお問い合わせください

～審査後、以下の内容を予定しています～

☆入賞者の表彰

☆入賞・入選作品を、紹介してくれた本と一緒に展示

☆入賞・入選作品の作品集を冊子として作成

☆入賞作品の作品集を図書館ＨＰ等に公開

29 30 31



※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 藤枝中央小学校

広幡小学校 西益津小学校

円月荘 青島小学校

藤岡小学校 葉梨小学校

清里カリヨン公園 青島東小学校

高洲南小学校 葉梨西北小学校

青島北小学校 高洲小学校

岡部小学校 大洲小学校

朝比奈第一小学校 稲葉小学校

藤枝小学校

　８日（火）

　９日（水）

１１日（金） ３０日（水） 午後２時～４時午後２時～４時

午後２時～４時

午後２時～４時 ２９日（火） 午後２時～４時

午後２時～４時２８日（月）

【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　１０日（木）

　・これ　め
　・わたしのだいこん
　・どんぐりかいぎ
　・かかしのペーター
　・あおい玉あかい玉しろい玉

１４日（月） 午後２時～４時

午前１０時
30分から

３０日（水）【赤ちゃんタイム】

【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 　６日（日）、１２日（土）

午後２時から

午前１１時から １４日（月）、２６日（土）

午後２時から 　５日（土）、１２日（土）

１２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

【岡部図書館】　おはなしのへや

　５日（土）、１２日（土）
１３日（日）、１９日（土）
２０日（日）、２６日（土）
２７日（日）

午前１０時３０分から
　５日（土）、１２日（土）
１９日（土）、２６日（土）

日付 時間 訪問先 日付 時間

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

訪問先

１５日（火）

午後２時～４時

　７日（月）

　１日（火）
午後２時～４時

　２日（水）

午後２時～４時午後２時～４時 １６日（水）

午後２時～４時

午後２時～４時

午後２時～４時２２日（火）

午後２時～４時 ２４日（木）

１８日（金）

午後２時～４時 ２１日（月）

お知らせ

移動図書館「ふじのはな」

巡回日程表(11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。１１月のおはなし会

開催期間：１０月２１日（金）～１１月９日（水）

イベント期間中、小学生以下のお子さんが駅南・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にて紹介しているよ。

※ブックポスト、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。 図書館Ｔｗｉｔｔｅｒは

こちらから⇒

読書週間イベント❤この一冊に、ありがとう❤開催中！！



『未知なる冒険の書』
名もなき冒険家／文・絵 ちいさなおきゃくさま』

テディ・キーン／原書編集  コンドウ　アキ／著

　
次

葉山　亜由美／訳

『ミステリ仕掛けの英単語』 『いきもののふしぎ』 『水族館』

桃戸　ハル／原案 小宮　輝之／監修 ほりかわ　あやこ／さく

　　

『知りたいことがぜんぶわかる！
　つみたてＮＩＳＡ　＆ だるま森／作 たけうち　ちひろ／作

　ｉＤｅＣｏの超基本』
酒井　富士子／著

　水族館は、生きものと人が出合う場所で
す。水族館に勤めていた著者が、「まちの
水族館」の１日を描き、展示の工夫や、ス
タッフの活躍を伝えます。

メディアビーコン／英文

　カブトムシとアリ。スイカとサクラン
ボ。ゾウとネズミ。トラックとふつうのく
るま。ひこうきとヘリコプター。ごうか
きゃくせんとヨット。クジラとさかな。パ
パ・ママとあかちゃん…。「おおきい」
「ちいさい」と、こえにだしながら、くら
べてみましょう。

『おおきいちいさい』『マロングラッセ』

　 “名もなき冒険家”がイラスト
とともに書き記した、世界を旅した
ときのメモ、探検のアドバイスやヒ
ント…。アマゾンの奥地で発見され
たスケッチブックやノートをまとめ
た、自然の中で生き抜くための知識
にあふれた冒険の書です。

　「税金ゼロ」のおトクな資産運用、
「つみたてＮＩＳＡ」と「ｉＤｅＣ
ｏ」について、会話形式でやさしく丁
寧に解説します。２つの違いや、それ
ぞれの賢い使い方、組み合わせ法など
を紹介します。新ｉＤｅＣｏ制度にも
対応しています。

　大好きなマロングラッセを買った主人
公。クマにぶつかって、マロングラッセ
は道に散らばり、頭には大きなたんこぶ
が。たんこぶをヒリヒリさせながら向
かった所は…。版画と切り絵を合わせ、
人と動物が共存する世界を表現していま
す。

　ミステリ調の英文と単語帳が１つに
なった英語学習本です。謎を追うから
スラスラ読めて、推理するから単語が
定着します。「５分後に意外な結末」
シリーズからショートショート全４４
話を英訳しました。

　カブトムシはどのくらい力もち？　た
くさんの「ふしぎ」に気づくことで、考
える力や探究心、好奇心が育つ！　陸や
水の中のいきものから、鳥、昆虫、恐竜
まで、いきものに関するひみつを、写真
とイラストで楽しく紹介しています。

『ゆめぎんこう

　いらっしゃいませ、ゆめぎんこ
うです。おきゃくさまは、どんな
ゆめをごきぼうですか－。夢のア
メを売る不思議なお店の主ぺんぺ
んと、夢を食べるもぐもぐ。ある
日の閉店後、小さなお客さまを入
り口で見つけたぺんぺんは…。

駅南図書館
児童コーナー

秋の読書週間

この１冊にありがとう

～賞をもらった本たち～

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

ユニークな「日本文化」論

大森 和夫／編著

大森 弘子／編著

「日本語作文コンクール」は世界で日本語を

学ぶ人たちを対象に、平成元年から２４回にわ

たり開催されてきました。累計４万７千にもおよ

ぶ応募作から、６４カ国・地域の１１２編の優秀作

を紹介しています。

郷土・一般コーナー

文化の日

一般 コーナー 児童 コーナー

発見！ＹＡの魅力 ふしぎにせまろう！

一般 コーナー 児童コーナー

お金の話しませんか 貸出回数の少ない本 おおきいちいさい

おしごとの本



〔児童書〕

★ (絵本）ようかいびより 堀切　リエ あかね書房

★ (絵本）パパかいぞくのこもりうた　 アントン・ロマーエフ 成山堂書店

★ おなかをすかせたドラゴンとためいきゼリー　 仁科　幸子 あすなろ書房

★ 黄色い竜 村上　康成 徳間書店

〔ビジネス書〕

☆ ビジネスコーチング大全　 橋場　剛 日経ＢＰ日本経済
新聞出版

☆ 所得税入門の入門　令和４年度版 藤本　清一 税務研究会出版局

☆ 仕事のカタログ　「なりたい自分」を見つける！　２０２３－２４年版 自由国民社

☆ 定年１年目の教科書 高橋　伸典 日本能率協会
マネジメントセンター

☆ 数字でわかる！あの企業・店舗が儲けている仕組み 鎌田　正文 大和書房

〔一般書〕

☆ 本屋という仕事 三砂　慶明 世界思想社

☆ 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂　俊司 昭文社

☆ 江戸にラクダがやって来た 川添　裕 岩波書店

☆ 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼　正一 淡交社

☆ ３６５日機嫌のいいカラダでいたい。 及川　夕子 ディスカヴァー・
トゥエンティワン

☆ 低アルコールカクテル・ドリンク 旭屋出版編集部 旭屋出版

☆ スマホで困ったときの大事典 ワン・パブリッシング

☆ サンリオキャラクターズボールペンイラスト帖 サンリオ 学研プラス

☆ 新・スペイン人が日本人によく聞く１００の質問 瓜谷　望 三修社

☆ まず牛を球とします。 柞刈　湯葉 河出書房新社

☆ 切腹屋　 岩井　三四二 光文社

☆ 森をひらいて 雛倉　さりえ 新潮社

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


