
鈴木図書館 本館 〒410-1127　裾野市平松495 TEL（055）992-2342　FAX（055）992-2373
市民文化センター図書室 〒410-1117　裾野市石脇586 TEL・FAX（055）993-9305

映画会　『　ボス・ベイビー　』

５月１１日（土）　１４時００分～１５時３７分　本館２階　視聴覚室

定員６０人　　☆５月４日(土)９：００より本館カウンターにて整理券配布

読み聞かせ 『 おはなしの会 』

・　５月１１日(土)　　１１時００分～　市民文化センター図書室

・　５月１８日(土)　　１１時００分～　本館　２階　視聴覚室

期間　４月２０日（土）～５月１１日（土）

 『ドは読書のド♪レは令和のレ♪歌って楽しい【うたえほん】集めました！』

《５月の行事予定》

11 日（土）   市民文化センター図書室

 親子おはなし広場 14 日（火）   本館２階　展示室

18 日（土）   本館２階　視聴覚室

21 日（火）   市民文化センター図書室

15 日（水）

22 日（水）

8 日（水）

16 日（木）

24 日（金）

 茶道教室Ⅰ 9 日（木）   東西公民館　和室

10 日（金） 　東西公民館　和室

 俳句会 5 日（日） 　東西公民館　会議室３

 古文書を読む会 10 日（金） 　東西公民館　会議室３

 美術教室 11 日（土） 　東西公民館　実習室

 短歌会 12 日（日） 　東西公民館　会議室３

＜開館時間＞

日 月 火 水 木 金 土 　 ○本　　館 通常 ・・・ ９時～１７時

1 2 3 4 　 ○文化センター図書室 木・金 ・・・ ９時～１９時

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18  休館日 館内整理日（休館日）

19 20 21 22 23 24 25  開館延長無し

26 27 28 29 30 31

 おはなしの会（フェスティバル）

 親子おはなしの会

 おはなしの会（フェスティバル）

５　月

図書館行事

《図書館開館日》

 茶道教室Ⅱ

 ファーストブック・セカンドブック

 親子ふれあいデー

図書館講座

１３時～１６時

１０時～１７時

１０時～１７時

１０時～１７時

  本館２階　展示室

2019年5月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

０９時～１２時

１０時３０分～

１１時００分～

１０時３０分～

１１時００分～

１３時００分～

１３時００分～

１０時００分～

１３時００分～

１９時００分～

１３時３０分～

  



◆　一般書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

雨にも負けず　－ 小説ITベンチャー － 高杉　良　著 KADOKAWA

予言の島 澤村　伊智　著 KADOKAWA

渦　－ 妹背山婦女庭訓魂結び － 大島　真寿美　著 文藝春秋

飛族 村田　喜代子　著 文藝春秋

レフトハンド・ブラザーフッド 知念　実希人　著 文藝春秋

いきぢごく 宇佐美　まこと　著 角川春樹事務所

新宿花園裏交番坂下巡査 香納　諒一　著 祥伝社

尼子姫十勇士 諸田　玲子　著 毎日新聞出版

官邸ポリス　－ 総理を支配する闇の集団 － 幕　蓮　著 講談社

大統領に告ぐ　－ 新橋署刑事課特別治安室＜NEO＞ － 永瀬　隼介　著 KADOKAWA

山海記 佐伯　一麦　著 講談社

鬼憑き十兵衛 大塚　巳愛　著 新潮社

カゲロボ 木皿　泉　著 新潮社

肖像彫刻家 篠田　節子　著 新潮社

方丈の孤月　－ 鴨長明伝 － 梓澤　要　著 新潮社

神を統べる者　覚醒ニルヴァーナ篇 荒山　徹　著 中央公論新社

自分流のすすめ　－ 気ままな私と二匹の猫たち － 曽野　綾子　著 中央公論新社

少年は死になさい…美しく 新堂　冬樹　著 中央公論新社

落花 澤田　瞳子　著 中央公論新社

中野のお父さんは謎を解くか 北村　薫　著 文藝春秋

崩壊の森 本城　雅人　著 文藝春秋

ゆるキャラの恐怖　（桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活　３） 奥泉　光　著 文藝春秋

夢の迷い路 西澤　保彦　著 光文社

マーダーハウス 五十嵐　貴久　著 実業之日本社

居酒屋ぼったくり　１１ 秋川　滝美　著 アルファポリス

浮雲心霊奇譚　〔 ５ 〕　呪術師の宴 神永　学　著 集英社

月とコーヒー 吉田　篤弘　著 徳間書店

考える力　－ 新しい自分を創る － 外山　滋比古　著 海竜社

トラぺジウム 高谷　一実　著 KADOKAWA

超入門！ニッポンのまちのしくみ　－ 「なぜ？どうして？」がわかる本 － 福川　裕一　著 淡交社

「怪奇大作戦」の挑戦 白石　雅彦　著 双葉社

大きな字でわかりやすいLINE入門 岩間　麻帆　著 技術評論社

自己肯定感の教科書　－ 何があっても「大丈夫。」と思えるようになる － 中島　輝　著 SBクリエイディブ

仕事も毎日も整う！働く女子の時間のルール 日経WOMAN編集部　編 日経BP社

日本一カンタンな「投資」と「お金」の本　－ 気づいたときには１億円！ － 中桐　啓貴　著 クロスメディア・パブリッシング

60分でわかる！働き方改革超入門 働き方改革法研究会　著 技術評論社

いじめ困ったときの指導法４０　－ WHYとHOWでよくわかる！ － 千葉　孝司　著 明治図書出版

コーヒー抽出の法則 田口　護　著 NHK出版

最新LINEビジネス活用講座　－ 売り上げ大幅アップ！人生逆転の方法 － 菅谷　信一　著 主婦の友社

トップアスリートに伝授した勝利を呼び込む身体感覚の磨きかた 小山田　良治　著 創元社



◆　児童書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

幼児～　（児童文学・絵本）

もくもくをつかまえた クリス・ディ・ジャコモ　絵 クレヨンハウス

ちゃのまのおざぶとん かねこ　まき　作 アリス館

おならくん アダム・ニッケル　絵 アルファポリス

ねこの３つのねがいごと ケナード・パーク　絵 岩崎書店

おんせんたまご 河本　徹朗　絵 大日本図書

カーたろうとこけしっぺ 山田　美津子　作・絵 理論社

えほん東京 小林　豊　作・絵 ポプラ社

ありちゃんあいうえお　－ かこさとしの７１音 － かこ　さとし　詩と絵 講談社

おさいふのかみさま にしむら　あつこ　絵 フレーベル館

シリルとパット　ともだちになろう エミリ―・グラヴェット　さく フレーベル館

へいわとせんそう Noritake　え ブロンズ新社

くもとそらのえほん 五十嵐　美和子　作・絵 PHP研究所

まる 松田　奈那子　作・絵 鈴木出版

ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ　作 光村教育図書

サンドイッチぎゅーっ ひがし　ちから　作 光村教育図書

メイがはじめてがっこうへいくひ ケイト・べアビー　ぶん・え イマジネイション・プラス

どこどここけし 花山　かずみ　絵 こぐま社

たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ　サヤカ　著 白泉社

ビーバのそらのたび　－ せかいをぐるっといえめぐり － マグナス・ウェイトマン　作 フレーベル館

チュチュをきたトラ ファビ・サンティアゴ　作 文化学園文化出版局

小学低学年　（児童文学・絵本）

しゅつどう！しょうぼうたい 鎌田　歩　作・絵 金の星社

おばあちゃんがやってきた やまなか　ももこ　絵 新日本出版社

カイとティムよるのぼうけん 石井　睦美　作 アリス館

てんしき　－ らくごえほん － 川端　誠　作・絵 KADOKAWA

サムとぶらぶら　－ またまたおめでたこぶた － アリソン・アトリー　作 福音館書店

いまのわたしにできること リサ・パップ　作 WAVE出版

嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー　作 徳間書店

小学中学年　（児童文学・絵本）

みんなとちがうきみだけど ラファエル・ロペス　絵 汐文社

キュリオシティ　－ ぼくは、火星にいる － マーカス・モートン　作 BL出版

草木とみた夢　－ 牧野富太郎ものがたり － 大野　八生　絵 出版ワークス

小学高学年　（児童文学）

いつか、太陽の船 村中　李衣　作 新日本出版社

夢見る人 パム・ムニョス・ライアン　作 岩波書店

よみもの以外（その他）

世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ・ギフォード　文 河出書房新社

岩石・宝石ビジュアル図鑑　－ 理科が楽しくなる大自然のふしぎ － 産業技術総合研究所地質標本館　監修 学研プラス



（としょかんしょくいん）

５月１１日（土） １１：００ から 《日　時》 　５月１４日（火）１０：３０ から

市民文化センター図書室 《会　場》 　本館　２階　展示室

幼児～ 《対　象》 　乳幼児～

「たまごにいちゃん」 《内　容》 絵　本 「なりました」

「だるまさんの」 絵　本 「どうながのプレッツェル」

「これあな」 他

他

（おはなしボランティア　たんぽぽ）

５月１８日（土） １１：００ から 　５月２１日（火）１０：３０ から

本館２階　視聴覚室 　市民文化センター図書室

幼児～ 　幼児～

大型絵本 「へんしんオバケ」

大型紙芝居「こねこのしろちゃん」 　きせつのえほん

パネルシアター と　　てあそび
「たのきゅうとだいじゃ」　他

引用元

万葉集第五巻

梅の花　三十二首序文

◆ 引用部分が掲載されている図書館蔵書

新編日本古典文学全集　７巻　万葉集２　/ 小学館 /P.39～41 一般開架(壁書架)　９１８/シ/7　

新日本古典文学大系　１巻　万葉集１　/ 岩波書店 /P.464～466 一般開架(壁書架)　９１８/シ

新潮日本古典集成　万葉集２　　/ 新潮社 /　 P.61～62 一般開架(壁書架)　９１８/シ/２

親子おはなし広場
　（おはなしボランティア
  まほうのじゅうたん）

絵　本

大型絵本

　（おはなしボランティア
たんぽぽ）

おはなしの会

《対　象》

《日　時》

《会　場》

《内　容》

親子おはなしの会おはなしの会

《内　容》

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《会　場》

《対　象》

《日　時》

《内　容》

どなたでも参加いただけます！ 

ぜひ、おいでください!! 

 ※なお、駐車場スペースが少ない

ため、公共の交通機関又は市役所

駐車場をご利用ください。 

 


