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

《６月の行事予定》

1 日（土）

4 日（火）

8 日（土）

18 日（火）

12 日（水）

19 日（水）

5 日（水）

13 日（木)

18 日（火)

 茶道教室Ⅰ 6 日（木）  東西公民館　和室

 茶道教室Ⅱ 7 日（金）  東西公民館　和室

 俳句会 2 日（日）  東西公民館　会議室３

 古文書を読む会 14 日（金）  東西公民館　会議室３

 美術教室 8 日（土）  東西公民館　実習室

 短歌会 9 日（日）  東西公民館　会議室３

《図書館開館日》

日 月 火 水 木 金 土 　＜開館時間＞

1  　○本　　館 通　常 ９：００～１７：００

2 3 4 5 6 7 8  　○文化センター図書室 木・金のみ ９：００～１９：００

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 　蔵書点検休館日

30

 おはなしの会

　作業ですので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

　　なお期間中の本・雑誌・視聴覚資料の返却は、ブックポストへお願いします。

休館日

図書館行事

図書館講座

６　月

１３時３０分～

１０時００分～

１３時００分～

１３時００分～

 文化センター図書室

１３時～１６時

 本館　おはなしのへや

９時～１２時

１１時００分～

１３時００分～

 文化センター図書室

 親子ふれあいデー  本館　２階　展示室 / 文化センター図書室

 親子おはなしの会

　ファーストブック・セカンドブック  本館　２階　展示室

１０時～１７時

１９時００分～

１０時３０分～

2019年6月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

６月２０日（木）より６月２８日（金）まで
裾野市立鈴木図書館　本館・文化センター図書室は
蔵書点検のため図書館をお休みさせていただきます。

１１時００分～

 本館　２階　展示室

　　「蔵書点検」とは、図書館にある本や雑誌・視聴覚資料といった全ての資料の所在を調べる作業のことで、

　お店でいうと「たな卸し」にあたります。本館と文化センター図書室合わせ約２０万点以上の資料が

　ありますが、それらが登録された場所にきちんとあるかどうかをこの期間に照合します。

　　また、日頃は出来ない書庫内の資料の移動や整理も行います。

　　※視聴覚資料は必ず貸出袋に入れて返却して下さい

１０時３０分～

 おはなしの会

　　皆様にはご迷惑をおかけしますが、図書館をよりよい状態でご利用いただくため必要な

 親子おはなし広場



◆　一般書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

シーソーモンスター 伊坂　幸太郎　著 中央公論新社

帰還 堂場　瞬一　著 文藝春秋

サバティカル 中村　航　著 朝日新聞出版

マジカルグランマ 柚木　麻子　著 朝日新聞出版

ディオゲネス変奏曲 陳　浩基　著 早川書房

ポルシェ太郎 羽田　圭介　著 河出書房新社

おまえの罪を自白しろ 真保　裕一　著 文藝春秋

人類最年長 島田　雅彦　著 文藝春秋

白魔の塔 三津田　信三　著 文藝春秋

戦神 赤神　諒　著 角川春樹事務所

作家の人たち 倉知　淳　著 幻冬舎

キボウのミライ　（S＆S探偵事務所　〔２〕） 福田　和代　著 祥伝社

帝国ホテル建築物語 植松　三十里　著 PHP研究所

夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな　著 ポプラ社

翼ある歴史　－ 図書館島異聞 － ソフィア・サマター　著 東京創元社

ロイスと歌うパン種 ロビン・スローン　著 東京創元社

昭和よ、 山藤　章二　著 岩波書店

検事の信義　（〔佐方貞人シリーズ〕　〔４〕） 柚木　裕子　著 KADOKAWA

リラと戦禍の風 上田　早夕里　著 KADOKAWA

おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香　著 新潮社

同潤会代官山アパートメント 三上　延　著 新潮社

バシレウス　－ 呂不韋伝 － 塚本　青史　著 NHK出版

嘘と約束　－ アンソロジー － アミの会　（仮）　著 光文社

心音 乾　ルカ　著 光文社

第四の暴力 深水　黎一郎　著 光文社

ブルー 葉真中　顕　著 光文社

不老虫 石持　浅海　著 光文社

不見（みず）の月　（博物館惑星　２） 管　浩江　著 早川書房

指名手配作家 藤崎　翔　著 双葉社

転生　（越境捜査　〔７〕） 笹本　稜平　著 双葉社

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人　著 双葉社

偽りの春　－ 神倉駅前交番狩野雷太の推理 － 降田　天　著 KADOKAWA

白昼夢の森の少女 恒川　光太郎　著 KADOKAWA

偶然の聖地 宮内　悠介　著 講談社

掌篇歳時記　春夏 瀬戸内　寂聴　著 講談社

ていん島の記 仁木　英之　著 講談社

友達未遂 宮西　真冬　著 講談社

アンド・アイ・ラブ・ハー　（東京バンドワゴン　〔１４〕） 小路　幸也　著 集英社

この橋をわたって 新井　素子　著 新潮社

チャイムが鳴った　－ safe and sound － 日和　聡子　著 新潮社



◆　児童書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

幼児～　（児童文学・絵本）

どうぶつたちのうた 中新井　純子　え 教育画劇

あるくくま 祖敷　大輔　絵 クレヨンハウス

ちいさな魔女とくろい森 岡田　千晶　絵 文溪堂

ほこりちゃん エイミー・ヘブロン　作 あすなろ書房

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット　さく 岩崎書店

わかくさのおかで かじり　みな子　さく 偕成社

フランクリンとルナ、月へいく ケイティ・ハーネット　え BL出版

クルマザウルスたんけんたい マイケル・ウェイト　作 岩崎書店

きょうなにしてた？ はまの　ゆか　さく あかね書房

DJ　YOYO 飯野　和好　絵 絵本館

ひみつのビクビク フランチェスカ・サンナ　作 廣済堂あかつき

おたすけトミーでばんだよ！ いしい　ひろし　著 白泉社

かぞくってなあに？ マール・フェレーロ　画 文化学園文化出版局

どたんばたんおるすばん 松田　奈那子　作 あかね書房

ねえさんといもうと 酒井　駒子　絵・訳 あすなろ書房

おでかけおでかけ デイヴィッド・ウォーカー　え 岩崎書店

うちゅうじんはいない！？ ジョン・エイジー　作・絵 フレーベル館

あのこのたからもの 種村　有希子　作 ブロンズ新社

あれあれあれれ つちだ　のぶこ　作 ポプラ社

うみどりの島 あべ　弘士　絵 偕成社

おなかがすいたよジョーンズさん！ リチャード・スキャリー　さく 好学社

いないいないばあさん 佐々木　マキ　作 偕成社

パンダのパンやさん 岡本　よしろう　作・絵 金の星社

とりづくし 石井　聖岳　絵 鈴木出版

小学低学年　（児童文学・絵本）

こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー　作 岩波書店

物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー　作 徳間書店

すだつきたのかわせみ 手島　圭三郎　絵・文 絵本塾出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

３９階だてのツリーハウス　－ マヌケな発明しないで！ － アンディ・グリフィス　作 ポプラ社

イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス　作 小学館

小学高学年　（児童文学）

大渋滞 いとう　みく　作 PHP研究所

作り直し屋　－ 十年屋と魔法街の住人たち － 廣嶋　玲子　作 静山社

おれんち、動物病院 山口　理　作 文研出版

徳治郎とボク 花形　みつる　著 理論社

よみもの以外（その他）

風船で宇宙を見たい！　－ やってみることから開ける無限の未来 － 岩谷　圭介　著 くもん出版



 （としょかんしょくいん）

 ６月１日（土） １１：００ から  ６月４日（火） １０：３０ から

 本館　おはなしのへや  本館　２階展示室

 幼児～  乳幼児～

「たべものやさん 

　しりとりたいかい かいさいします」 赤ちゃん絵本のよみきかせ　や

「あめのひ」 工作などがあります♪

他

 （おはなしボランティア　たんぽぽ）  （おはなしボランティア　たんぽぽ）

 ６月８日（土） １１：００ から  ６月１８日（火） １０：３０ から

 文化センター図書室  文化センター図書室

 幼児～  幼児～

「おしゃれなおたまじゃくし」

他

どなたでも参加いただけます！ぜひ、おいでください☺

《日　時》

《会　場》

《内　容》

《日　時》

《内　容》

《対　象》

※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。

《対　象》

《内　容》 きせつのえほん　と　てあそび 大型絵本

 絵 本

  （おはなしボランティア
まほうのじゅうたん）親子おはなし広場

《日　時》

《会　場》

おはなしの会

《対　象》

《内　容》

《会　場》

《会　場》

《日　時》

親子おはなしの会おはなしの会

《対　象》

 絵 本

 

 

 

 
 
 

          

今年も「親子おりがみ教室」を開催します。                              
お子さんと一緒に参加して、楽しい思い出をつくりませんか？ 

 

  《日  時》 ７月２７日（土）  午前の部   １０時００分～１２時００分    《会  場》 本館２階 展示室 

                     午後の部  １３時３０分～１５時３０分   

   《講  師》 折り紙研究家  森 千代子 先生      《内  容》 季節の風物などを折ります（予定） 
  
  《対  象》 市内在住の幼児・小学生と保護者     《定  員》 午前の部・午後の部  各 １５ 組  

    
  《申込み》 ７月６日（土）９ 時より受付開始  （電話申込可 ℡９９２－２３４２）  
                    定員になり次第、締め切ります。 
   

  《持ち物》 おりがみ・はさみ・カッターナイフ・セロテープ・のり・カラーサインペンなどの筆記用具 


