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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 岡部図書館の臨時休館日

①「いねむり龍」 　　②「あさひなちまき物語」 ③「十団子の里」 ③「稲刈り地蔵さん」

6月 7月

            

 

 

 

  

  雑誌を提供していただける「雑誌スポンサー」を募集しています。提供していただいた雑誌の最新号の 

  閲覧用雑誌カバーや雑誌架などに、スポンサー名と広告を掲示します。 

     業種に関連する雑誌を提供すれば、その分野の趣向性が高い利用者の目に留まりやすく、企業の 

  地域貢献活動を広く市民に周知できるなど、高い広告効果が期待できます。 
 

  ●応募資格   

   企業、事業者、団体など（個人は除きます） 
 

   ●対象雑誌                                         

   図書館が作成した雑誌リストの中から提供を希望する雑誌を 

  選んでいただきます。（先着順） 
 

  ●提供期間                                         

   １年以上（年度途中からの提供の場合は当該年度末まで） 

   
 ※詳しくは図書館ホームページをご覧になるか、各図書館にお問い合わせください。 
 

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6月 

通巻377号 

休館スケジュールは変更する可能性があります。変更があった場合は 

速やかに図書館ホームページでお知らせします。 

12 

 

岡部町の昔話を紙芝居で動画配信中‼ 
 
 岡部おはなしの会手作りの紙芝居４作を藤枝市動画ポータルサイト『藤枝ちゃんねる』で公開し

ています。どうぞご覧ください。 

雑誌スポンサーを募集しています 



※豪雨などの場合は運休させていただきます

円月荘 葉梨小学校

岡部小学校 葉梨西北小学校

朝比奈第一小学校 高洲小学校

清里カリヨン公園 大洲小学校

藤枝小学校 稲葉小学校

平島第２公園 瀬戸谷小学校

藤枝中央小学校 広幡小学校

西益津小学校 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

【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　９日（木）

【岡部図書館】　おはなしのへや １１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

・９９９ひきのきょうだい
・いまはむかし　さかえるかえるのものがたり
・うずまき・うずまき・かたつむり
・１１ぴきのねこ

　４日（土）、１１日（土）
１８日（土）、２５日（土）

１３日（月） 午後２時～４時 ２９日（水）

８日（水） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

１０日（金） 午後２時～４時

７日（火）

２８日（火） 午後２時～４時

午後２時～４時

２７日（月）

１日（水）

２４日（金） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２１日（火） 午後２時～４時

午後２時～４時

午後２時～４時 １７日（金） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

午前１０時～１１時

午後２時～４時

３日（金）

６日（月）

日付 時間 訪問先 日付 時間

午後２時～４時

訪問先

２２日（水） 午後２時～４時

１４日（火） 午後２時～４時

２０日（月） 午後２時～４時

１５日（水） 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   ５日（日）、　１１日（土） 　午前１０時30分から 　２２日（水）【赤ちゃんタイム】

午後２時から　　　　

　午前１１時から 　１３日（月）、２５日（土）

　午後２時から 　　４日（土）、１１日（土）

　　４日（土）、１１日（土）
　１２日（日）、１８日（土）
　１９日（日）、２５日（土）
　２６日（日）

お知らせ 

移動図書館「ふじのはな」 

  巡回日程表(６月） 

駅南図書館 岡部分館 ☆「     食育特集 

６月のおはなし会 

「赤ちゃんタイム」をご利用ください 
岡出山図書館２階児童室では、毎月第４水曜日の１０時から１２時を、赤ちゃんや小さなお子さま連れ

でも気兼ねなくご利用いただける優先時間帯「赤ちゃんタイム」と設定しています。赤ちゃんが泣いたり大きな

声を出したりすることで利用をためらっていらっしゃる方も、お気軽に図書館へお出かけください！ 

◆マットを敷いた赤ちゃんコーナーでおくつろぎいただけます 

◆授乳やおむつ交換ができる部屋を新設しました 

◆赤ちゃんコーナーにママやパパ向けの本もご用意しています 

◆赤ちゃん向けの読み聞かせを実施します（10:30～10:50） 



川野　太郎／訳

ナディーヌ・ブランコム／文

平澤　芳恵／著 佐藤　まどか／作 オレリー・ギュレ／絵

ひがし　ちから／絵 中川　ひろたか／訳

　　
『あめかっぱ』 『ここにいる』

むらかみ　さおり／作 あおき　ひろえ／作

　 食と健康に関するまちがった情
報に惑わされないように、栄養素の
正しい知識を身につけましょう。体
をつくる５大栄養素や 、栄養素を
体に取りこむしくみを解説し、気に
なるギモンに答えます。悩み別のお
すすめ食事法も紹介しています。

『カラダにやさしい
コンビニごはん１００』

　パパの車は今日も調子が悪いので、もし
動かなくなったらお迎えに来られないかも
しれません。そうなったら、隣のおじさん
のトラクターを借りたり、鳥を集めて飛ん
でもらったり…。「送り・迎え」の時間が
親子の楽しい思い出になる絵本です。

『心のままに、愉しいひとり時間。』

　誰のためでもない、自分のための時
間。ソロタイムの過ごし方が上手な３
人の楽しみ方を紹介するほか、『リン
ネル』にゆかりのある人たちに教わる
ひとり時間を豊かにするマストアイテ
ム、発酵食品を使ったレシピなども収
録しています。

　雨の日、お母さんは用事ができて、出
かけるしたくをしています。そこへピン
ポーンとベルが鳴り、なおちゃんが玄関
をあけると、緑色のおかしな生き物が
…。精密で、かつスケール感のあるファ
ンタジックな絵が目にも楽しい絵本で
す。

　畑仕事や庭の手入れが大好きだったおと
うさん。わたしが大きくなって家を出て結
婚すると、おとうさんはおじいちゃんにな
り…。おとうさんとわたしのたいせつな
日々を描いた、人生が愛おしくなる絵本で
す。

　　　　『ぬいぐるみきゅうじょたい』
ティエリー・ロブレヒト／文

デイヴィッド・Ｂ．ドレイパー／絵

 『おむかえパパ』

  ぬいぐるみのクマくんは、雨がふ
る冷たい道でおいてきぼりになっ
ていました。右うでがやぶけて、
なかみもへっています。街をパト
ロールしていたネズミたちがクマ
くんを見つけ、ぬいぐるみ救助隊
の本部へ連絡しました。小さな救
急車がやってきて、クマくんをぬ
いぐるみ病院へ連れていき…。

『食と栄養　健康を支える栄養素と

『日がさ雨がさくもりがさ』

　選び方のコツを知っていれば、コン
ビニごはんでも健康的な食事ができま
す。管理栄養士が、肥満や貧血、スト
レス、便秘など様々な不調や健康上の
悩みを抱えた人に向けて、コンビニご
はんの選び方を提案します。

　かしこい食事法』

　日がさ、雨がさ、くもりがさ。かさな
らなんでも直します－。友だちとケンカ
して落ちこむ未央の前に、不思議なかさ
の修理屋さんが突然現れました。貸して
くれた「くもりがさ」は、“くもった心
にきく”というけれど…？

駅南図書館 

    児童コーナー 

雨の本  
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ 

 食育 

岡出山図書館 

岡部図書館 

      

 『今とこれからがわかる 

      はじめてのＬＧＢＴ入門』 

             清水 展人／著       

 

 元女性で２児のパパになった著者が、

当事者やその家族だけでなくすべての人

に向けて、ＬＧＢＴに関する「知ってお

くべきこと」をまとめました。当事者で

なければわからない悩みや気持ち、自身

の経験を語ります。 

      郷土・一般コーナー 

      ＬＧＢＴＱ＋ 

一般 コーナー 児童 コーナー 

食事と健康 雨のぼうけん 

一般 コーナー 児童コーナー 

 時間・時短 大好きな人 雨の本 

おかあさん・おとうさんの本 



〔児童書〕

★ (絵本）おいなりさん もとした　いづみ アリス館

★ （絵本）いのちの水　ブルガリアの昔話 八百板　洋子 福音館書店

★ あっちもこっちもこの世はもれなく いとう　みく ＰＨＰ研究所

★ トントンとリッキのかいぞくせん やえがし　なおこ 講談社

〔ビジネス書〕

☆ 失敗から学ぶマーケティング 森　行生 技術評論社

☆ 好きなものを売って１０年続く店をつくる 碓井　美樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

☆ コンセプトをカタチにする世界のブランディングデザイン ゲシュタルテン グラフィック社

☆ おとなの発達障がいマネジメントハンドブック 森　晃爾 労働調査会

☆ 一瞬で心をつかみ意見を通す対話力 ひきた　よしあき 三笠書房

〔一般書〕

☆ 見るだけで脳がよくなる１分間瞬読ドリル 山中　恵美子 ダイヤモンド社

☆ １日１話、読めば心が熱くなる３６５人の生き方の教科書 藤尾　秀昭 致知出版社

☆ 世界の人物大年表　ビジュアル版 定延　由紀 創元社

☆ アカンヒトズカン 野々村　友紀子 学研プラス

☆ 子どもの姿勢ピン！ポーズ　寝る前１０秒 西村　猛 主婦の友社

☆ 建築ってなんだ？ 中山　繁信 オーム社

☆ 声を上げる、声を届ける　ラジオ報道の現場から 澤田　大樹 亜紀書房

☆ あたらしい洋食器の教科書 加納　亜美子 翔泳社

☆ カキナーレ　若者の本音ノートを読む 深谷　純一 東方出版

☆ スタッフロール 深緑　野分 文藝春秋

☆ タダキ君、勉強してる？ 伊集院　静 集英社

☆ 阿茶 村木　嵐 幻冬舎

 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 


