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春の特別おはなし会 

◆と き：５月８日（日）１０：３０～１１：００ 

◆ところ：駅南図書館 集会室 

◆定員：先着１２組 

                    ＊当日、直接会場へおこしください 

◆内容：読み聞かせ・パネルシアター・工作 

            
 

こどもの読書週間 

FM島田に出演しています！ 
平日１１時から放送している『昼ドキ！聴かにゃ～RADIO』内で、毎月第４火

曜日、午前１１時１０分頃から図書館職員が本の紹介をおこなっています。 

４～８月は岡出山図書館、９～１月は駅南図書館、２～３月は岡部図書館

が担当します。 

また、紹介した本は、担当した図書館にて展示・貸出しています。 

 FM島田 ｇ－ｓｋｙ76.5 
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＊受付時に代表者の方の連絡先等のご記入をお願いします。 

＊新型コロナウイルスの状況により中止となる場合があります。 

  図書館ＨＰやツイッターをご確認ください。 

＊当日、発熱や咳などの症状のある方は、参加をお控えください。 

  



※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 高洲小学校

藤枝小学校 大洲小学校

藤枝中央小学校 瀬戸谷小学校

平島第２公園 稲葉小学校

西益津小学校 広幡小学校

円月荘 藤岡小学校

青島小学校 高洲南小学校

青島東小学校 青島北小学校

葉梨小学校

葉梨西北小学校

　７日（土）、１４日（土）

１５日（日）、２１日（土）

２２日（日）、２８日（土）

２９日（日）

・だあれだ

・わゴムはどのくらいのびるかしら？

・ふたごのたこたこウインナー

・そらまめくんのぼくのいちにち

訪問先 日付 時間 訪問先

２７日（金） 午後２時～４時

１８日（水） 午後２時～４時

２４日（火） 午後２時～４時

２０日（金） 午後２時～４時

２３日（月） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

午後２時～４時

　９日（月）

　２日（月）

日付 時間

午後２時～４時

午後２時～４時

３１日（火） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２５日（水） 午後２時～４時

午後２時～４時 ３０日（月）

１７日（火） 午後２時～４時

１０日（火）

１１日（水）

午前１０時３０分から

１３日（金） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

１６日（月） 午後２時～４時

　７日（土）、１４日（土）
２１日（土）、２８日（土）

【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　１２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 　１日（日）、１４日（土）

午後２時から　　　　

【岡部図書館】　おはなしのへや １４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 　２５日（水）【赤ちゃんタイム】

　午前１１時から 　　９日（月）、２８日（土）

　午後２時から 　　７日（土）、１４日（土）

お知らせ 

移動図書館「ふじのはな」 

  巡回日程表(５月） 

駅南図書館 岡部分館 ☆「     食育特集 

５月のおはなし会 
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。 

岡出山図書館で春の特別おはなし会を 

開催しました！ 

こどもの日にちなんだ絵本の読み聞か

せやパネルシアターなどを披露し、 

イチゴのパックを使ったおもちゃの 

ミニ工作も行いました。 

６組19人のお子さんと保護者の方に 

楽しんでいただきました。 

お知らせ 岡出山図書館で春の特別おはなし会を 

開催しました！ 

こどもの日にちなんだ絵本の読み聞かせ

やパネルシアターなどを披露し、 

イチゴのパックを使ったおもちゃの 

ミニ工作も行いました。 

６組19人のお子さんと保護者の方に 

楽しんでいただきました。 



濱野　京子／著  羽尻　利門／作

新之介／著 山岡　ひかる／作 安田　夏菜／作

藤本　四郎／絵

　地図の中で旅をして、世界の教養を

　　

『まちにまったおでかけのひ』
シェリー・ダスキー・リンカー／文 東川　りえ／作

黒田　美帆／著 ＡＧ．フォード／絵

大村　佳子／著 福本　友美子／訳

　今日は、ラッセルとブルがおでかけをす
る日。迎えに来たラッセルは準備ができて
いないブルを、本を読んで待つことに。
ところが、ラッセルはブルが起きても、本
に夢中になっていて…。

　新型ウイルスに振り回される世界
で、タブレットの外で、広い空の下
で、一緒に踊れる日を夢見て、少女
たちはダンスユニットを結成しま
す。ダンスをきっかけにオンライン
でつながった少女たちの目線で描く
近未来小説です。

　ケンゴはゴールデンウィークにマ
マ、パパ、いもうとのサナエといっ
しょにおじいちゃんのいえをたずね
ました。ことしもおじいちゃんとお
ばあちゃんは、にわにおおきなこい
のぼりをたてて、ケンゴとサナエを
むかえてくれました。かわあそびに
いったケンゴたちに、おじいちゃん
は「コイのたきのぼり」をみなが
ら、こいのぼりのゆらいをおしえて
くれて…。

　坂道、スリバチ、断層…。凸凹視
点でまちを歩けば自然と人間の織り
成すドラマが見えてくる！　「まち
なか」「河川」「地形と人の暮ら
し」といったカテゴリーごとに、地
形や地質など、地形散歩に役立つ知
識を解説した入門書です。

　勇者ハミーとドラゴンのフーは、お口
のなかの平和を守るため、モンスター退
治の旅に出る－。勇者になって、シャカ
シャカハミガキ！　ゲームのような感覚
でハミガキが楽しくなる絵本です。

　久しぶりに会った沖縄のひいばあちゃん
は、笑ってダイキを迎えてくれました。で
も、戦争の話をした日、その笑顔は消えて
しまったのです。戦争の頃、ひいばあちゃ
んに何が起きたのでしょうか。その答えを
教えてくれたのは…。

　前屈が改善する、肩が軽くなる、
開脚が改善する！　魔法のストレッ
チ講座を本で再現。ストレッチにつ
いてのポイントなどを、写真・絵・
会話形式で解説する本です。

『魔法のストレッチ　 『はたらくくるまたちのどうろこうじ』

　工事現場に１３台のはたらくくるまた
ちが集まった。みんなで力を合わせ新し
い高速道路をつくるんだ！はたらくのり
ものが大好きな子どもたちのための絵本
です。

 『あの日とおなじ空』

　　　　『そらいっぱいのこいのぼり』『Ｍガールズ』

　　　　１日でカラダが変わる』

『地形散歩のすすめ』 『ハミガキクエスト』
～凸凹からまちを読みとく方法～

駅南図書館 

    児童コーナー 

おすすめ本  
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ 

      スタート 

岡出山図書館 

岡部図書館 

      

 『ウクライナを知るための６５章』  
服部 倫卓／編著 

原田 義也／編著 

 

 自然環境、歴史、民族、言語、宗教、芸

術、文化…。研究者をはじめ、現地の情勢

に詳しいマスコミや企業、官公庁勤務の執

筆者らが、様々な面からウクライナの魅力

を紹介します。現代ウクライナの諸問題も

取り上げています。 

      郷土・一般コーナー 

      平和祈念 

一般 コーナー 児童 コーナー 

ブラタモリラブ  むし歯予防 

一般 コーナー 児童コーナー 

 体を動かす 去年入った絵本 おでかけ うれしいな！ 

 沖縄返還５０年 



〔児童書〕

★ (絵本）てぶ～くろ ガタロー☆マン 誠文堂新光社

★ （絵本）神社のえほん 羽尻　利門 あすなろ書房

★ げたばこかいぎ 村上　しいこ PHP研究所

★ タヌキの土居くん 富安　陽子 福音館書店

〔ビジネス書〕

☆ 図解わかる倒産のすべて 増田　智彦 新星出版社

☆ 僕たちはみんなで会社を経営することにした。 久本　和明 クロスメディア・
パブリッシング

☆ 知財実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 酒谷　誠一 秀和システム

☆ 弁理士になりたいと思ったらはじめに読む本 中川　淨宗 中央経済社

☆ 書く仕事がしたい 佐藤　友美 CCCメディアハウス

〔一般書〕

☆ 図説江戸のカルチャー　教養書・実用書の世界 深光　富士男 河出書房新社

☆ 図解身近にあふれる「神社と神様」が 後藤　泰弘 明日香出版社
３時間でわかる本

☆ 天才の習慣　成功の秘訣と考え方を学ぶ ライブ カンゼン

☆ 嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ 河出書房新社 河出書房新社
　　

☆ 自律神経を整えるお得技ベストセレクション 晋遊舎

☆ 大人のヘアスタイリングの教科書 GARDEN 主婦の友社

☆ 子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り へんみ　ゆかり いかだ社

☆ 鏑木清隆　市井に生きたまなざし 鶴見　香織 平凡社

☆ 英語の語源大全 清水　建二 三笠書房

☆ 遺す言葉　「寂庵だより」２０１７－２００８年より 瀬戸内　寂聴 祥伝社

☆ あの子のことは、なにも知らない 栗沢　まり ポプラ社

☆ １３枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ 岩波書店

 図書館のホームページ 

 https://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 


