
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

「 おしりたんてい ３ 」 ７月２０日（土）１４時００分～１５時００分
《場 所》 本館２階視聴覚室 《対 象》 幼児～

《定 員》６０名（整理券配布）…

《７月の行事予定》
2 日（火）  本館２階　展示室

 絵本とおしゃべりのへや 4 日（木）  本館２階　展示室

6 日（土）  本館　おはなしのへや

 おはなしの会 13 日（土）  文化センター図書室

17 日（水）

24 日（水）

10 日（水）

18 日（木）

25 日（木）

4 日（木）  東西公民館　和室

 茶道教室Ⅱ 5 日（金）  東西公民館　和室

 俳句会 21 日（日）  東西公民館　会議室３

 古文書を読む会 12 日（金）  東西公民館　会議室３

 美術教室 13 日（土）  東西公民館　実習室

 短歌会 14 日（日）  東西公民館　会議室３

《図書館開館日》

　＜開館時間＞

日 月 火 水 木 金 土  　○本　　館

1 2 3 4 5 6  　○文化センター図書室

7 8 9 10 11 12 13 通　常 ９：００～１７：００

14 15 16 17 18 19 20 木・金のみ ９：００～１９：００

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31   休館日

 親子ふれあいデー  本館２階　展示室

７　月

１３時３０分～

１０時００分～

１３時００分～

図書館講座

図書館行事

 親子おはなし広場

 茶道教室Ⅰ

 おはなしの会

 ファーストブック・セカンドブック

１１時００分～

2019年７月号

裾 野 市 立

鈴木図書館

１９時００分～

１３時００分～

１３時～１６時

１０時００分～

１０時００分～

１１時００分～

１０時００分～

１０時００分～

１３時００分～

１０時３０分～

　９時～１２時

整理券を７月１３日(土)午前９時から本館１階カウ
ンターにて、先着順で配布します(ご家族分のみ）

 本館２階　展示室 / 文化センター図書室

  《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 時より鈴木図書館本館にて受付開始  

                            （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 
 

昨
年
度
の
作
品

 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出版社 》

矢野　隆　著 中央公論新社

荒山　徹　著 中央公論新社

藤野　恵美　著 文藝春秋

ビアンカ・べロヴァー　著 河出書房新社

ヘニング・マンケル　著 東京創元社

スチュアート・ダイベック　著 白水社

江國　香織　著 集英社

薬丸　岳　著 中央公論新社

天野　純希　著 中央公論新社

大山　淳子　著 ポプラ社

デニス・ジョンソン　著 白水社

寮　美千子　著 ロクリン社

ドゥエイン・スウィアジンスキー　著 扶桑社

中山　七里　著 宝島社

ハンス・ロスリング　著 日経BP社

金沢　悦子　著 講談社

原田　隆史　著 徳間書店

大嶋　信頼　著 KADOKAWA

みゃびー　著 KADOKAWA

加藤　利昭　著 成美堂出版

堀内　拓人　著 ぶどう社

左巻　健男　著 明日香出版社

佐藤　勇介　著 山と渓谷社

神永　学　著 KADOKAWA

谷　瑞恵　著 KADOKAWA

月村　了衛　著 講談社

瀬名　秀明　著 講談社

川村　元気　著 文藝春秋

中島　京子　著 文藝春秋

梨木　香歩　著 朝日新聞出版

森山　光太郎　著 朝日新聞出版

木下　昌輝　著 徳間書店

水津　陽子　著 実業之日本社

田中　道昭　著 日本経済新聞出版社

半藤　一利　著 大和書房

本間　正人　著 PHP研究所

長谷川　正人　著 日本経済新聞出版社

安井　博志　著 日東書院本社

ジャン＝ポール・ディディエローラン　著 ハーパーコリンズ・ジャパン

路地裏の子供たち

イタリアン・シューズ

湖

◆　一般書（本館）　◆

あずかりやさん　〔 ３ 〕　彼女の青い鳥

淀川八景

神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇

朝嵐

もののふの国

蒼色の大地

彼女たちの場合は

海の乙女の惜しみなさ

「働き方改革」関連の法改正と対策がわかる本

ADHDと自閉症スペクトラムの自分がみつけた未来　－ 親子でふり返った誕生から就職まで －

世界はもっと美しくなる　－ 奈良少年刑務所詩集 －

カナリアはさえずる　上・下

図解自分をアップデートする仕事のコツ大全

仕事の教科書　－ 世界に通用するビジネス・スキルが身につく －

「本当の友達がいなくてさびしい」と思ったときに読む本

『アメリカ女子♥日本女子』のリアル　－ アメリカ現地校に通う女子高生の生態図鑑！ －

もういちどベートーヴェン

FACTFULNESS　－ １０の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 －

心霊探偵八雲　１１　魂の代償

めぐり逢いサンドイッチ

魔法を召し上がれ

中学３年分の生物・地学が面白いほど解ける６５のルール

登山入門

悪の五輪

百花

椿宿の辺りに

火神子　－ 天孫に抗いし者 －

金剛の塔

平成と天皇

夢見る帝国図書館

スポーツクライミングテクニック＆トレーニング　－ 日本代表ヘッドコーチが教える －

６時２７分発の電車に乗って、僕は本を読む

コンサルタントが毎日やっている会計センスの磨き方

自治会・町内会お悩み解決実践ブック　－ トラブル解消、上手に運営！ －

GAFA×BATH　－ 米中メガテックの競争戦略 －

仕事で「敵をつくる言葉」「味方ができる言葉」ハンドブック



◆　児童書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

幼児～　（児童文学・絵本）

なまえのないねこ 町田　尚子　絵 小峰書店

アブラ・カダブラ・カタクリコ きたむら　さとし　作 BL出版

ちきゅうちゃん。 キューライス　絵 小学館

ミツバチだいすき　－ ぼくのおじさんはようほう家 － 安井　寿磨子　絵 福音館書店

とりあえずごめんなさい 五味　太郎　作 絵本館

あまがえるのかくれんぼ かわしま　はるこ　絵 世界文化社

とうもろこしつぶこさんのへんしんサロン 植垣　歩子　著 佼成出版社

まほうのさんぽみち ロビン・ショー　さく 評論社

おおかみさんいまなんじ？ 山村　浩二　絵 学研プラス

おかいものなんだっけ？ 宮野　聡子　作 講談社

アレックスとまほうのふね ヘレン・クレイグ　絵 徳間書店

しょうぎはじめました 田中　六大　絵 文研出版

きょうもうれしい えがしら　みちこ　作・絵 理論社

ぞうのヘンリエッタさん リズ・ウォン　作・絵 岩崎書店

おかえりなさいアレックス 高林　麻里　作 講談社

ちゅるちゅる 内山　悠子　え 視覚デザイン研究所

たいよう　－ １，０００おくにひとつのたいせつなほし － スティービー・ルイス　絵 小学館

とんたんイスたん 新井　洋行　作・絵 大日本図書

ナマコ天国 こしだ　ミカ　絵 偕成社

エミージーンのぼうし メアリー・チャルマーズ　作 岩波書店

小学低学年　（児童文学・絵本）

どうぶつたちのナンセンス絵本 マリー・ホール・エッツ　詩・絵 KTC中央出版

おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール　さく 評論社

エジソン　－ ネズミの海底大冒険 － トーベン・クールマン　作 ブロンズ新社

ぼくたちハダカデバネズミ　－ へんなどうぶつえほん － 平田　景　絵 汐文社

ちいさな島のおおきな祭り 浜田　桂子　文・絵 新日本出版社

あしたはきっと レイン・スミス　絵 BL出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

鬼遊び　－ 鬼よぶわらべ歌 － 廣嶋　玲子　作 小峰書店

かわうそモグ 長谷川　義史　絵 BL出版

小学高学年　（児童文学）

天才ルーシーの計算ちがい ステイシー・マカナルティ　著 講談社

魔女裁判の秘密 樹　葉　作 文研出版

ハスキーなボクのユウウツ ジャスティン・セイヤー　著 岩崎書店

よみもの以外（その他）

きほんの木　－ 花がきれい － 姉崎　一馬　写真 アリス館

日本の古生物大研究　－ どこで見つかった？絶滅した生き物 － 冨田　幸光　監修 PHP研究所

日本の元号大事典　－ 大化から令和まで － 日本の元号大事典編集委員会　編著 汐文社



（おはなしボランティア　たんぽぽ）

　７月２日（火） １０時３０分 から 　７月６日（土） １１時００分 から

　本館　２階展示室 　本館　おはなしのへや

　乳幼児～ 　幼児～

　赤ちゃん絵本の読み聞かせ

「笹の葉で七夕飾りを作ろう！」 きせつのえほん　と　てあそび

他

（としょかんしょくいん）

　７月１３日（土） １１時００分 から

　文化センター 図書室 こんげつは、

　幼児～ おやすみさせていただきます。

「なつのいちにち」 「スイカぼうず」

「かくれんぼ」 他

　《日　時》　令和元年８月１日(木) ➊ 午前の部　午前９時３０分～午前１１時３０分

　　　　　　　 ➋ 午後の部　午後２時００分～午後４時００分

　《日　時》　令和元年８月８日(木) ➊ 午前の部　午前９時３０分～午前１１時３０分

➋ 午後の部　午後２時００分～午後４時００分

　《定　員》　各１２名（先着順）

　《対　象》　市内在住の小学１年生～６年生

　《内　容》   図書館探検、カウンター体験、展示本ポップ作り、本の配架　等

　《申　込》　７月６日（土）午前９時から　本館２階 展示室にて受付（電話・FAXでの申込不可）

　 ※申し込みは４回のうちいずれか１回のみになります

　《問合せ》　鈴木図書館　☎　９９２－２３４２

《内　容》

《日　時》

《会　場》

《日　時》

《会　場》

《対　象》

（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

工　作

おはなしの会

　 ※ご家族分の申し込みのみになります

  《持ち物》  筆記用具・水筒

《対　象》

《内　容》

《会　場》

紙芝居

《日　時》

《対　象》

《内　容》 絵　本

おはなしの会 親子おはなしの会

※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。 

 

どなたでも参加いただけます！ 

ぜひ、おいでください！ 

   ７月の 

 おはなし会 


