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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

　

２月 ３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

2023年2月

通巻385号

第１位 僕とうつとの調子っぱずれな二年間 メディア総合研究所 三保 航太 文 はらだ ゆきこ マンガ

うつは心のアンテナの歪み。世界とのチューニングがうまくいかないと思っている人、その周囲の

人に贈る実体験マンガと記録文章です。

うつになった41歳の音楽系編集者の、奇妙なひきこもり生活から社会復帰までを綴ります。

第２位 モグの山 吉備人出版 瀬藤 雅博 文 平松 季理子 絵

もう一つ山登ってみるか。もっと大きな山登ってみるか。きっと山の向こうには何かある――。

モグラのモグは穴から出て、たくさんの山を越えようとしますが…。

第３位 日本史探偵コナン 小学館 青山 剛昌 原作 狛枝 和生 まんが

名探偵コナンがナビゲートする歴史まんが。漢字にふりがながふってあるので、小学1年生から

楽しく読めます。コラムも豊富に掲載しています。
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ふじえだ電子図書館 貸出ランキング

第４位 いじめ 心の中がのぞけたら 朝日学生新聞社 本山 理咲 著

第５位 名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 小学館

青山 剛昌 原作 ガリレオ工房 監修 阿部 ゆたか まんが 丸 伝次郎 まんが

第６位 サイエンスコナン元素の不思議 小学館 青山 剛昌 原作 川村 康文 監修

第７位 クリスマス・キャロル スタイルノート

第８位 イニシエーション・ラブ 文藝春秋 乾 くるみ 著

第９位 マンガでわかる東大読書 東洋経済新報社 岡 壱誠 原案 小野 洋一郎 著

第１０位 ハングルを読もう 仮説社 井藤 伸比古 著

昨年９月３０日にオープンしたふじえだ電子図書館、あなたはもうご利用になりましたか？

今回は、電子図書館のこれまでの貸出ランキングを発表します。



※豪雨などの場合は運休させていただきます

円月荘 葉梨西北小学校

葉梨小学校 瀬戸谷小学校

清里カリヨン公園 広幡小学校

高洲小学校 藤岡小学校

平島第２公園 高洲南小学校

大洲小学校 青島北小学校

稲葉小学校 岡部小学校

●日時：３月２１日（火・祝） ●定員：各回50人
　 　　午前の部　開場　９時３０分～ ●場所：駅南図書館　集会室

　　午後の部　開場　１時２０分～
　　映画の上映と講演会

●申込み：ファックスまたは藤枝市ホームページから
●受付：先行受付　２月１５日（水）～２月２８日（火）※高校生とその家族

　  一般受付　 3月  6日（月）～3月17日（金）

※詳細は、藤枝市ホームページをご確認ください。
  （主催：藤枝市地域おこし協力隊）

午後２時から

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

午後２時から 　４日（土）、１１日（土）

【赤ちゃんタイム】はお休みです。

午前１０時３０分から 　５日（日）、１１日（土） 午前１１時から 　６日（月）、２５日（土）

【岡部図書館】　おはなしのへや

午前１０時３０分から
　４日（土）、１１日（土）
１８日（土）、２５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　９日（木）

午後２時～４時
７日（火）

【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

午後２時～４時

８日（水） 午後２時～４時

午前１０時～１１時

訪問先日付 時間 訪問先 日付 時間

　９日（木） 午後２時～４時
１日（水）

午後２時～４時

２２日（水）

６日（月）

午前１０時～１１時

２０日（月）

１０日（金）

午後２時～４時

午後２時～４時午後２時～４時

午後２時～４時

午前１０時～１１時

　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

　・おにはうちふくはそと
　・ゼラルダと人喰い鬼
　・ふゆめがっしょうだん
　・おにのめん

午後２時～４時

２１日（火）

２８日（火） 午後２時～４時

２７日（月）

お知らせ

移動図書館「ふじのはな」

巡回日程表(2月）

駅南図書館 岡部分館☆「食育特集

２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。

映画「森聞き」の上映と「聞き書き甲子園」の講演会を開催します！

駅南図書館では、「聞き書き甲子園」名人と高校生の写真、パネル展示、関連図書の展示を行います。

映画「森聞き」・・・「森の名人」の人生と技を聞き書きした４組の高校生を追ったドキュメンタリー映画です。

聞き書き甲子園･･･高校生が日本の様々な地域で暮らす森・川・海の名人を訪ね、一対一で「聞き書き」をする

取り組みです。共存の森ネットワーク理事の吉野奈保子さんにこの「聞き書き甲子園」に

ついてお話しいただきます。



聞き書き甲子園実行委員会／編集 ふじもと　みさと／文

聞き書き甲子園実行委員会／発行 田口　奈津子／絵

　　　
横手　彰太／著 荻田　尚子／監修 水口　博也／文・小田　隆／絵

木村　敏之／監修

　　　　　　「チョコレート工場の秘密」のトッフィー
　　　　　アップル…。奇想天外な物語作家ダー
　　　　 ルの作品に出てくる、おいしいけれど
　　　　　 ゾッとする食べ物のレシピを、楽しいイ
　　　　　 ラストと写真とともに紹介しています。

　　

安田　洋子／著 二宮　由紀子／文

星雲社／発行 朝倉　世界一／絵

　ひどい風邪をひいたウィギンスさ
んの代わりに、裁判官をすることに
なったオーランドー。チーズどろぼ
うの疑いをかけられた友人ゾーラさ
んを救うため、家族と協力して事件
解決につとめますが…。

　ある日、たくさんのホットケー
キが集まって、ホットケーキの王
さまを選ぼうということになりま
した。大きいホットケーキ、バ
ターがたっぷりのったホットケー
キなど、みんな、自分が王さまに
ふさわしいとアピールしますが
…。

　ケーキ、タルト、アジアンスイー
ツ、定番おやつ…。罪悪感なく食べ
たい人や、ダイエット中でも甘い物
を楽しみたい人に向けて、砂糖ゼロ
でもおいしい糖質オフのスイーツや
パンのレシピを紹介します。糖質オ
フの基礎知識も掲載しています。

『ホットケーキのおうさま』 　　『ねこのオーランドー裁判官になる』
キャスリーン・ヘイル／さく

こみや　ゆう／やく

　介護離職、熟年離婚、老後うつ…。
人生の後半でいつ、何が起きるのか。
５０歳以降に起きやすいことを年表形
式で紹介し、著者の経験や研究データ
をもとに解決策を具体的に説明しま
す。

　スイーツパーティーをしよう！
オーブン不使用、初心者でもつく
りやすい季節のスイーツレシピ集
です。パンケーキ、大福、生チョ
コなど、冬の行事にぴったりの、
かんたんレシピを収録し、ラッピ
ングアイデアも紹介しています。

　クジラはヒトと同じ哺乳類です。
大むかしは陸上に住んでいました
が、海で暮らし始めました。そし
て、気が遠くなるような時間をかけ
て、体をつくりかえ、いまの姿にな
りました。その道すじを最新の科学
と美しいイラストで紹介します。

『糖質オフの幸せスイーツ』

　『老後の年表』 『季節のスイーツ』

『働くことは、生きること』 『絵本で知ろう二十四節気　春』

『クジラの進化』

　１年を４つの季節にわけ、さらに
それぞれ６等分して、季節を表す言
葉をつけた「二十四節気」。「立
春」から「穀雨」まで、春の節気
を、春の風景や季節の行事と共に、
懐かしいわらべ絵の消しゴム版画と
絵文字を用いて描きます。

　高校生が初めての土地を訪ね、
森・川・海の名人に「聞き書き」を
する取り組みです。その地域で生き
てきた人の自然とともに生きる知恵
や技、心を取材し、作品にしまし
た。静岡県の高校生も参加していま
す。

駅南図書館
児童コーナー

春の本
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ

聞き書き甲子園

岡出山図書館

岡部図書館

吉野朔実は本が大好き

吉野 朔実／著

「お父さんは時代小説が大好き」から「天使は

本棚に住んでいる」まで、吉野朔実劇場シリーズ

全８冊を１冊にまとめた“ＡＬＬ ＩＮ ＯＮＥ”の書

評エッセイ漫画です。シリーズ未収録編も加え

ました。

郷土・一般コーナー

駅南図書館開館記念

一般 コーナー 児童 コーナー

定年後のために

考えておきたいこと
お菓子がいっぱい

一般 コーナー 児童コーナー

おいしい本 スイーツだいすき ねこがいっぱい！

大きい・小さい



〔児童書〕

★ （絵本）「はやく」と「ゆっくり」 張　輝誠 光村教育図書

★ （絵本）だれのうんち？　 デイジー・バード 岩崎書店

★ たんていベイビー ねじめ　正一 文研出版

★ こわがり子ネコのほしいもの デビ・ミチコ・フローレンス あかね書房

〔ビジネス書〕

☆ 仕事や職業のおさらい 竹川　勝雄 日本地域社会研究所

☆ エンゲージマネジメント 清水　康裕 ぱる出版

☆ 実地棚卸なるほどＱ＆Ａ 近江　元 中央経済社

☆ 伝わる短文のつくり方 ＯＣＨＡＢＩ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ビー・エヌ・エヌ

☆ スポーツビジネスロー 松本　泰介 大修館書店

〔一般書〕

☆ ザ・ミュージアム オーウェン・ホプキンズ

☆ ごりやく歳時記 桜井　識子

☆ あの偉人は、人生の壁をどう乗り越えてきたのか 真山　知幸 ＰＨＰ研究所

☆ すぐ書ける確定申告 須田　邦裕 成美堂出版

☆ 日本の美しい水族館 銀鏡　つかさ エクスナレッジ

☆ いちからわかる！定年前後のお金と手続き 福地　健 インプレス

☆ 日本懐かしテレビ大全 辰巳出版

☆ 超絶のおりがみ 神谷　哲史 西東社

☆ 小さな言の葉の本 東　直子

☆ 徳川家康　小説集 鷲尾　雨工 作品社

☆ 闘え！ミス・パーフェクト 横関　大 幻冬舎

☆ 桃太郎、エステへ行く 細川　徹 東京ニュース通信社

河出書房新社

幻冬舎

リベラル社

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


