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課題図書・感想画指定図書の貸出をします！

※お願い※

★貸出の手続きは、カウンターまでお越しください。

★令和４年８月２４日（水）までは小学生～高校生の方が優先となります。

★貸出の手続きは、対象者のカードで行います。

★予約はインターネットやOPACではできませんので、専用の予約カードに記入して予約をしてください。

期 間：令和４年８月２４日（水） まで

貸出冊数：１人２冊まで

貸出期間：１週間（延長不可）

予約冊数：１人２冊まで

 

 

 

 

 

        
 

夏の夜に体験する 
「誰にも言えない怖い話」 

岡部図書館夏休みイベント 

 

日 時  令和４年８月２０日（土） 

      午後７時～８時 

場 所  岡部支所３階 議場 

対 象  小学生（保護者同伴） 

定 員  １８人（申込順） 

参加料  無料 

申し込み ７月２９日（金）～８月９日（火）に 

      直接または電話で岡部図書館へ 

          TEL ０５４－６３７－９４００ 
                    （月曜休館日） 
 

※イベントは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 葉梨小学校

青島北小学校 青島東小学校

平島第２公園 葉梨西北小学校

岡部小学校 高洲小学校

円月荘 大洲小学校

朝比奈第一小学校 稲葉小学校

藤枝小学校 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

チューリップおはなし会はお休みします。

午前１０時３０分から
　６日（土）、１３日（土）
２０日（土）、２７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　１１日（木・祝）

　６日（土）、１３日（土）
２０日（土）、２１日（日）
２７日（土）、２８日（日）

午前１０時３０分から
　７日（日）、１３日（土）
１４日（日）

午後２時から

【岡出山図書館】　２階児童コーナー

【岡部図書館】　おはなしのへや

　午前１０時30分から 　２４日（水）【赤ちゃんタイム】

午前１１時から 　　８日（月）、２７日（土）

午後２時から 　　６日（土）

訪問先

１５日（月） 午後２時～４時

午後２時～４時 １６日（火） 午後２時～４時

日付 時間 訪問先 日付 時間

２２日（月） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２３日（火） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

１７日（水） 午後２時～４時

午後２時～４時 １９日（金） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

２４日（水） 午後２時～４時

８日（月） 午後２時～４時 ２６日（金） 午後２時～４時

午後２時～４時

１日（月）
午前１０時～１１時

２日（火）

３日（水）

５日（金）

２９日（月） 午後２時～４時

【駅南図書館】　おはなしのへや

９日（火） 午後２時～４時

１０日（水） 午後２時～４時 ３０日（火） 午後２時～４時

お知らせ

移動図書館「ふじのはな」

巡回日程表(８月）

８月のおはなし会
おはなし会は中止とさせていただく場合があります。

情報は、図書館ホームページ・図書館公式Twitter、

館内掲示をご確認ください。

今年の夏は図書館で調べもの名人になろう！

藤枝市の歴史や自然、身近な職業等知りたいことを調べるための本の案内をします。

例えば、「蓮華寺池の歴史について知りたい」、「駿河湾にはどんな魚がいるの？」 、

「ＳＤＧｓって何？」、 「警察官になるためには？」 等々

その他に図書館や本の使い方についてもご案内します。

駅南図書館・岡出山図書館・岡部図書館では夏休みの間、

わからないことを調べる時にお手伝いをする 「相談係」が

小中学生のみなさんをお助けします。 お気軽にお声かけください！



　　　　『オリンピックせんしゅになりたいな』

清永　奈穂／文

石塚　ワカメ／絵

稲垣　栄洋／著 養老　孟司／文 いちよんご／作・絵

海野　和男／写真

こどもくらぶ／編

香川　雅信／著 たかい　よしかず／作・絵 上里　隆史／文

ぎすじ　みち／絵　ひとつめこぞうのじろきちとねこまた
のたまにゃは、あめおんなのしとしとさ
んをさそって、ようかいむらのはずれに
あるとしょかんにいくことにしました。
そこには、ばくというようかいのばくか
んちょうがいて、「どんなほんがよみた
いのかな？」ときかれます。ししょのし
みさんがほんをもってきてくれました。
たまにゃがほんをひらくと…。

　古代から、中世、江戸、現代ま
で、それぞれの時代の資料を丹念に
紐解くことによって、妖怪たちがた
どってきた歴史をオールカラーのビ
ジュアルで紹介します。「妖怪とし
ての鹿」「髪切り－怪異から妖怪
へ」などのコラムも収録していま
す。

　海に囲まれた島という自然環境のなか
で、それに合わせて人びとは工夫して食べ
ものをとり、農作物をつくり、家をかまえ
て暮らしてきました。沖縄の食べものの歴
史を、豊富なイラストで図解します。

『強くなる本』
だめです、いきません』

　「あぶない人」「あぶない場
所」って、どんなこと？　子ども
が自分で自分の身を犯罪から守る
ために学ぶ安全教育の絵本です。
逃げたり、さけんだりする練習方
法などを紹介した親向けの解説が
付いています。

　他人の眼なんて気にするな。やり
たいことをやる。それできみは強く
なる－。自分の壁を破り、一歩、前
へすすむ力がつく、岡本太郎からの
強烈なメッセージです。

平野　暁臣／プロデュース・構成

『あぶないときはいやです、

～子どもの身をまもるための本～

岡本　太郎／著

　音はすれど姿は見えない「小豆洗
い」、江戸から伝わる疫病よけ「ア
マビエ」、火を噴いて人を襲う悪魔
「ドラゴン」…。彼らはなぜ生ま
れ、なぜ恐れられたのでしょうか。
異形の者たちをイラストとともに紹
介し、その本当の姿を伝えます。

　お店の中には、名物パンがずら～り。ば
けしょくパン、ミイラパン、ろくろくロー
ル…。本日も、おばけのパンやは大繁盛！
おばけの、おばけによる、おばけのため
の、めちゃくちゃおいしいパンやさんのお
話です。

『図説日本妖怪史』 『ようかいむらのふしぎとしょかん』 『おきなわが食べてきたもの』

　空中で自由に方向転換する「オニヤン
マ」、強力なジャンプ力を持つ「トノサ
マバッタ」、集団で行動する「シロア
リ」…。虫たちが持つすごい能力を、
オールカラー写真で紹介します。

～妖怪・怪物の正体とは？～ すごいぞ！虫のびっくり力』
 『おばけのパンやさん』『モンスターにされた生き物たち』 『虫っておもしろい！ここが

駅南図書館

児童コーナー

ちしきえほんをよもう
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ

Let it be あなたらしく

岡出山図書館

岡部図書館

冷たい麺の本

みない きぬこ/著

暑い季節につるつるっと食べたい、冷たい

麺。基本のゆで方＆つゆの作り方をはじめ、

そうめん、うどん、中華麺、そば、パスタ、

フォーやビーフンなど、冷たい麺の旨いシン

プルメニューを紹介しています。

郷土・一般コーナー

防災

一般 コーナー 児童 コーナー

防災アプリ特務機関ＮＥＲＶ
～最強の災害情報インフラをつくった

ホワイトハッカーの１０年～
川口 穣／著

３．１１への思いを礎に進化し、今や社会イン

フラとなった最強の防災アプリ「特務機関ＮＥＲ

Ｖ」。創設者・石森大貴の技術力と経験に裏打

ちされた信念が結実するまでの、情報と防災に

かけた１０年を追っています。

一般 コーナー 児童 コーナー

一般 コーナー 児童コーナー

七夕の本

一般 コーナー 児童 コーナー

こわ～～～いぞくりとする本

怪談 こわーいおはなし もっと知ろう沖縄

探してみよう！ おそとの虫



〔児童書〕

★ (絵本）なみのむこうに ブリッタ・テッケントラップ BL出版

★ （絵本）おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト 好学社

★ 黄色い竜 村上　康成 徳間書店

★ しゅくだいドッジボール 福田　岩緒 PHP研究所

〔ビジネス書〕

☆ 「知りたい！」がすぐひける 高橋　創 西東社
小さな会社の経理・人事・総務

☆ 一生安心するための 関根　俊輔 新星出版社
フリーランスのお金がぜんぶわかる本

☆ ミスを最大のチャンスに変えるリカバリーの技術 後田　良輔 明日香出版社

☆ すみません素人でも仕事の写真を 矢島　直美 インプレス
上手に撮影する方法ってないですか？

☆ １０分間仕事術 滝岡　幸子 同文舘出版

〔一般書〕

☆ チコちゃんの素朴なギモン３６５ NHK「チコちゃんに 宝島社
叱られる！」制作班

☆ 心配ごとや不安が消える「心の整理術」を 松原　正樹 アスコム
１冊にまとめてみた

☆ サイコな世界史 世界ミステリーｃｈ サンマーク出版

☆ 知っておきたい！韓国ごはんの常識 ルナ・キョン 原書房

☆ 地学の図鑑 杵島　正洋 技術評論社

☆ 家づくりのすごい新常識 佐久間　徹 エクスナレッジ

☆ 空鉄 吉永　陽一 天夢人

☆ 花と器の素敵な合わせ方 小川　典子 誠文堂新光社

☆ あなたの知らない、世界の希少言語 ゾラン・ニコリッチ 日経ナショナルジオ
グラフィック

☆ 絵巻で読む方丈記 鴨　長明 東京美術

☆ 道 白石　一文 小学館

☆ 怪談小説という名の小説怪談 澤村　伊智 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


