
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

図書館映画会 読み聞かせ『おはなし会』
『　ボス・ベイビー　』 ５月１１日(土)　１１：００～　文化センター図書室

５月１１日（土）　１４：００～１５：３７ ５月１８日(土)　１１：００～　本館　２階　視聴覚室

《４月の行事予定》

9  日（火）

13  日（土）

20  日（土）

21  日（日）

17  日（水）

24  日（水）

10  日（水）

18  日（木）

26  日（金）

4  日（木）   東西公民館　和室

5  日（金） 　東西公民館　和室

7  日（日） 　東西公民館　会議室３

12  日（金） 　東西公民館　会議室３

13  日（土） 　東西公民館　実習室

14  日（日） 　東西公民館　会議室３

＜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時～１７時

14 15 16 17 18 19 20 木・金 ・・・ ９時～１９時

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30  休館日 館内整理日（休館日）

１９時００分～

 美術教室

図書館講座

４　　月

《図書館開館日》

 俳句会 １３時００分～

１３時００分～ 茶道教室Ⅰ

１３時００分～ 短歌会

１３時３０分～ 古文書を読む会

１０時００分～

図書館行事

 茶道教室Ⅱ

　本館　おはなしのへや

2019年 4月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

　こどもたちにもっと本を！との願いから、｢こどもの読書週間｣は
1959年(昭和34年)にはじまりました。もともとは、5月5日の｢こどもの
日｣を中心とした2週間(5月1日～14日)でしたが、2000年より今の4月23
日(世界本の日・子ども読書の日)～5月12日になりました。
　｢こどもの読書週間｣のあいだ、鈴木図書館では、読み聞かせなどの
楽しい行事がいっぱいあります。ぜひこの機会に図書館へどうぞ！

☆図書館フェスティバル！２０１９☆

 親子おはなし広場 １０時３０分～

 おはなしの会 １１時００分～

　本館　２階 展示室

 おはなしの会 １１時００分～

　文化センター図書室

 ファーストブック・セカンドブック

　本館　２階 展示室

 親子ふれあいデー

 ボードゲームDAY １０時～１２時

１３時～１６時

１０時～１７時

０９時～１２時

１０時～１７時

１０時～１７時



◆　一般書（本館）　◆ 《　著　　　者　》 《 出版社 》

箱の中の天皇 赤坂　真理　著 河出書房新社

ぼくはきっとやさしい 町屋　良平　著 河出書房新社

平成くん、さようなら 古市　憲寿　著 文藝春秋

そして旅にいる 加藤　千恵　著 幻冬舎

モンスター 小西　晴彦　著 ロギカ書房

あの日ののぞみ２４６号 中村　文昭　著 センジュ出版

絵師の魂　渓斎英泉 増田　晶文　著 草思社

風が吹いたり、花が散ったり 朝倉　宏景　著 講談社

狸の匣 マーサ・ナカムラ　著 思潮社

残りものには、過去がある 中江　有里　著 新潮社

父と私の桜尾通り商店街 今村　夏子　著 KADOKAWA

うちのレシピ 瀧羽　麻子　著 新潮社

ノースライト 横山　秀夫　著 新潮社

瞳のなかの幸福 小手鞠　るい　著 文藝春秋

インソムニア 辻　寛之　著 光文社

エスケープ・トレイン 熊谷　達也　著 光文社

魔眼の匣の殺人 今村　昌弘　著 東京創元社

イシイカナコが笑うなら 額賀　澪　著 KADOKAWA

毒よりもなお 森　晶麿　著 KADOKAWA

みかんとひよどり 近藤　史恵　著 KADOKAWA

闇夜の底で踊れ 増島　拓哉　著 集英社

ほどなく、お別れです 長月　天音　著 小学館

忠義に死す　島津豊久 近衛　龍春　著 KADOKAWA

夢と気づくには遅すぎた。 堀　真潮　著 キノブックス

ショートショートドロップス 新井　素子　編 キノブックス

死生論 曽野　綾子　著 産経新聞出版

キリングクラブ 石川　智健　著 幻冬舎

泣くな研修医 中山　祐次郎　著 幻冬舎

アリスのさくらんぼ　－ やなせメルヘン － やなせ　たかし　著 復刊ドットコム

真実の航跡 伊東　潤　著 集英社

死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ　著 中央公論新社

傲慢と善良 辻村　深月　著 朝日新聞出版

麦本三歩の好きなもの 住野　よる　著 幻冬舎

荒野にて ウィリー・ヴローティン　著 早川書房

座席ナンバー７Aの恐怖 セバスチャン・フィツェック　著 文藝春秋

県民バズごはん リュウジ　著 飛鳥新社

かんたん！はじめて園児のかわいいおべんとう　－ 作ってみたい！マネしたい！ － 阪下　千恵　著 学研プラス

樹木希林１２０の遺言　－ 死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木　希林　著 宝島社

パリの小さな美術館　－ 思わぬ出会いに心ときめく － 原田　マハ　著 新潮社

プレゼンの語彙力　－ おもしろいほど聞いてもらえる「言い回し」大全 － 下地　寛也　著 KADOKAWA



◆　児童書（本館）　◆

幼児～　（児童文学・絵本） 《　著　　　者　》 《 出版社 》

ソフィー、がっこうへいく アン・ウィルスドルフ　絵 光村教育図書

ゆげゆげ～ さいとう　しのぶ　作・絵 教育画劇

わらしべちょうじゃ 植垣　歩子　作 あすなろ書房

ねずみのマウリッツ　－ Maurits House － イングリット・シューベルト　作 文化学園文化出版局

おどろいたりす イーラ　写真 文遊社

だいじょうぶじゃない 狩野　富貴子　絵 ポプラ社

ごろべえもののけのくにへいく おおとも　やすお　作・絵 童心社

うかいのうがい さくら　せかい　作 ブロンズ新社

ゆきのよるに いもと　ようこ　文・絵 金の星社

ほしをさがしに しもかわら　ゆみ　作 講談社

そらからきたこいし しおたに　まみこ　作 偕成社

ピーマンのにくづめだったもののはなし 若井　麻奈美　作 アリス館

いちばんどりいちぬけた 日隈　みさき　作 あかね書房

かんぺきなこども マチュー・モデ　絵 ポプラ社

ルブナとこいし ダニエル・イヌュ　絵 BL出版

なんでもおんなじ？　－ ふたりはともだち － スーザン・バーレイ　絵 フレーベル館

いつかあなたがおおきくなったら エミリ―・ウィンフィールド・マーティン　さく サンマーク出版

どうぶつABCえほん 降矢　なな　絵 のら書店

はいたっち からさわ　ようすけ　さく エンブックス

うさぎくんとママ リチャード・スキャリー　さく 好学社

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか　著 佼成出版社

ふかふかだよ ひろかわ　さえこ　絵 鈴木出版

イライラくんとこえだちゃん マシュー・フォーサイス　え 評論社

ぼくらはなかよし、ラン、ラン、ラン！ ジェニ・デズモンド　作 光村教育図書

小学低学年　（児童文学・絵本）

ディアガール　－ おんなのこたちへ － ホリー・ハタム　え 主婦の友社

おおあたり！ もとした　いづみ　作 小峰書店

あのねこは 宇野　亞喜良　絵 フレーベル館

たのしいまきばのイースター ロイス・レンスキー　作・絵 徳間書店

小学中学年　（児童文学・絵本）

お話の種をまいて　－ プエルトリコ出身の司書プーラ・ベルプレ － パオラ・エスコバル　絵 汐文社

俳句ガール 堀　直子　作 小峰書店

怪物があらわれた夜　－ 『フランケンシュタイン』が生まれるまで － フェリシタ・サラ　絵 光村教育図書

介助犬レスキューとジェシカ　－ 人生をかえた友情の物語 － スコット・マグーン　絵 BL出版

小学高学年　（児童文学）

魔法使いマーリンの犬　－ エクスカリバーをぬくのはだれだ？！ － エリック・カーン・ゲイル　作 評論社

よみもの以外（その他）

ずかん　こけ　－ 見ながら学習調べてなっとく － 木口　博史　著 技術評論社

日本の恐竜大研究　－ 続々発掘！新種も発見！ － 冨田　幸光　監修 PHP研究所

ようこそ！葉っぱ科学館 多田　多恵子　写真・文 少年写真新聞社

だれの手がた・足がた？　－ 手足でわかる動物のひみつ － 有沢　重雄　構成・文 偕成社



　（おはなしボランティア　たんぽぽ）　

　４月９日（火） １０：３０ から 　４月１３日（土） １１：００ から

　本館　２階展示室 　文化センター図書室

　乳幼児～ 　幼児～

「いちごさんがね…」

「たかいたかーい」 きせつのえほん と てあそび

他

※今月は第３土曜日です

　（としょかんしょくいん）

　４月２０日（土） １１：００ から

　本館　おはなしのへや

　幼児～ 今月はおやすみ

「タンポポたいへん！」 させていただきます。

　 「ぎょうれつのできる はちみつやさん」

他

今月から時間が変わって ぜひ、おいでください♪

１４時３０分→１１時００分に

なりました！

　※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。

《　日　時　》　５月１１日（土）　１４時００分～１５時３７分（１３時４５分開場）

《　会　場　》　本館　２階　視聴覚室 《　部　門　》　CGアニメ

《　定　員　》　６０名（整理券配布） 《　対　象　》　幼児～

整理券を５月４日（土）午前９時から図書館１階カウンターにて配布します。

（ご家族分のみ）

当日は整理券がない方でも座席に余裕があれば入場可能です。

絵　本

おはなしの会

絵　本

親子おはなしの会
《日　時》

《対　象》

《内　容》

《会　場》

おはなしの会
《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

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

　絵　本

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

    


