
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

　夏休みの間、多くの皆さんにご利用いただけるよう　8月3日・10日・17日・24日の土曜日に

　延長開館をします。

　特別延長開館に合わせて３つのイベントを開催します。

➊ ８月３日（土）　ガチャガチャDAY　１６：００～１９：３０　〔1階カウンター〕
たくさん本を借りて図書館オリジナルグッズをもらおう！

➋ ８月１７日（土）　アニメマラソン映画会　１７：００～１９：００　〔２階　視聴覚室〕
「鉄腕アトム」、「まめうしくん」など多数のアニメを上映！

➌ ８月２４日（土）　夜な夜なおはなし会　１８：００～１９：００　〔２階　視聴覚室〕
夏の夜にぴったりな絵本の読み聞かせ！おはなし会の後はお楽しみお祭りくじがあるよ♪

　

　

日時 　８月１０日（土）　1０：００～１１：００

会場 　２階　視聴覚室

対象 　１０歳以上の方

定員 　１２名　（申し込み先着順） ※電話予約可☎９９２－２３４２

《８月の行事予定》
3 日（土） 本館　おはなしのへや

6 日（火）  本館２階　視聴覚室

 おはなしの会 10 日（土）  文化センター図書室

 ファーストブック・セカンドブック 21 日（水）  本館２階　視聴覚室 / 文化センター図書室

 ファーストブック・セカンドブック 28 日（水）  本館２階　視聴覚室 / 文化センター図書室

 親子ふれあいデー 9 日（金）  本館２階　視聴覚室 

 親子ふれあいデー 15 日（木）  本館２階　視聴覚室

 親子ふれあいデー 23 日（金）  本館２階　視聴覚室

 ビブリオトーク 10 日（土）  本館２階　展示室

 俳句会 4 日（日）  東西公民館　会議室３

 古文書を読む会 9 日（金）  東西公民館　会議室３

 美術教室 10 日（土）  東西公民館　実習室

 短歌会 11 日（日）  東西公民館　会議室３

　＜開館時間＞
　 ○本　　館

日 月 火 水 木 金 土 　 ○文化センター図書室

1 2 3 通常 ・・・ ９時～１７時

4 5 6 7 8 9 10 木・金 ・・・ ９時～１９時

11 12 13 14 15 16 17 土曜日 ・・・ ９時～２０時（本館のみ）

18 19 20 21 22 23 24 ※31日は9時～17時

25 26 27 28 29 30 31 休館日 特別延長開館日　

８　月

１０時～１７時

１０時００分～

１３時００分～

１４時～１５時

《図書館開館日》

１３時３０分～

１３時００分～

図書館行事

 親子おはなし広場

 おはなしの会

図書館講座

１０時～１７時

2019年8月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

１３時～１６時

１０時～１７時

９時～１２時

『「一会一冊」　本と人・人と人をつなぐイベント！』

「一会の一冊」を決めましょう！参加者にはスタンプカードをプレゼント。スタンプがたまったら景品をプレゼント。

自分の好きな本を持って参加！各グループで3分間の本紹介と2分間の質問タイムをして一番読みたくなった本に投票！

１１時００分～

１１時００分～

１０時３０分～

ビブリオトーク

3、10、17、24日は 

夏休み 

特別延長開館！ 

※8月31日（土）は9時～17時開館 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

堂場　瞬一　著 講談社

秋川　滝美　著 講談社

西村　健　著 講談社

金原　ひとみ　著 集英社

久間　十義　著 新潮社

真梨　幸子　著 新潮社

山田　詠美　著 中央公論新社

似鳥　鶏　著 幻冬舎

柄刀　一　著 光文社

佐々木　功　著 光文社

あさの　あつこ　著 光文社

諸田　玲子　著 光文社

葉室　麟　著 PHP研究所

五十嵐　貴久　著 双葉社

悠木　シュン　著 双葉社

下村　敦史　著 双葉社

奥田　亜希子　著 双葉社

ユーディト・W．タシュラー　著 集英社

マリー・ンディアイ　著 早川書房

エイモア・トールズ　著 早川書房

藤原　健市　著 集英社

酒井　順子　著 KADOKAWA

中山　七里　著 KADOKAWA

上田　岳弘　著 新潮社

田中　慎弥　著 新潮社

原田　マハ　著 文藝春秋

林　真理子　著 光文社

乾　ルカ　著 中央公論新社

澤田　瞳子　著 中央公論新社

長岡　弘樹　著 文藝春秋

ビートたけし　著 文藝春秋

今村　夏子　著 朝日新聞出版

梶　よう子　著 徳間書店

柴崎　友香　著 毎日新聞出版

スコット・フィッツジェラルド　著 中央公論新社

大倉　崇裕　著 講談社

今野　敏　著 角川春樹事務所

K2 ―復活のソロ― 笹本　稜平　著 祥伝社

ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤　著 ダイヤモンド社

マタタビ町は猫びより 田丸　雅智　著 辰巳出版

炎天夢（東京湾臨時署安積班）

むらさきのスカートの女

とむらい屋颯太

待ち遠しい

ある作家の夕刻　－フィッツジェラルド後期作品集－

アロワナを愛した容疑者　（警視庁いきもの係〔５〕）

女はいつも四十雀

コイコワレ

月人壮士（おとこ）

119

キャバレー

君の××を消してあげるよ

アンサーゲーム

美しき愚かものたちのタブロー

キングダム　（〔ダッシュエックス文庫〕ふ－4－8）　－映画ノベライズ－

ひよこ太陽

笑え、シャイロック

平安ガールフレンズ

キュー

魔法がとけたあとも

三人の逞しい女

モスクワの伯爵

国語教師

刑事の慟哭

◆　一般書（本館）　◆

つみびと

育児刑事（デカ）　－My　fａｔｈｅｒ　ｉｓ　ａ　ｄｅｔｅｃｔｉｖｅ－

或るエジプト十字架の謎

動乱の刑事

マチのお気楽料理教室

目撃

織田一の男、丹羽長秀

アタラクシア

限界病院

初恋さがし

暁天の星

旅は道づれきりきり舞い

鬼を待つ　（〔「弥勒」シリーズ〕　〔９〕）



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《  出 版 社  》

幼児（児童文学・絵本）

竹内　通雅　え ポプラ社

伊藤　彰剛　絵 岩崎書店

さとう　めぐみ　作・絵 教育画劇

畑中　富美子　著 仮説社

ヴィンセント・X.キルシュ　絵 廣済堂あかつき

南　伸坊　え 福音館書店

加藤　休ミ　作 文溪堂

岡田　よしたか　作・絵 ポプラ社

齋藤　槇　作 アリス館

ケルスティ・チャプレ　絵 徳間書店

村上　康成　絵 くもん出版

田中　六大　作 講談社

近藤　未奈　作 講談社

ジュヌヴィエーヴ・ゴドブー　絵 福音館書店

ふくだ　いわお　　作 光村教育図書

ジャーヴィス　作 BL出版

おざわ　よしひさ　作・絵 岩崎書店

ナタリー・シュー　絵 パイインターナショナル

てづか　あけみ　え・ぶん パイインターナショナル

ステファン・テマーソン　ぶん エクスナレッジ

斉藤　洋　作 講談社

福島　モンタ　絵 あかね書房
いちはちじ ゅ うのも ぉ くも く　（桂文我のでっ ち絵本） 長野　ヒデ子　絵 BL出版

マリット・テルンクヴィスト　作・絵 徳間書店

間部　香代　作 学研プラス

ポーラ・ダンジガー　作 文研出版

はぎわら　ふぐ　作 福音館書店

アヴィ　著 ほるぷ出版

中西　進　著 朝日新聞出版

ガレット・ワイヤー　著 あすなろ書房

菅野　雪虫　著 中央公論新社

杉本　幹　文 偕成社

かげ　まんが 学研プラス

関　慎太郎　写真・文 少年写真新聞社

トロピカルテリー

◆　児童書（本館）　◆

ふたごだよ

夏とおとうとと

まくらからくま

てっかくん

ドーナツのあなのはなし

われから　－かいそうのもりにすむちいさないきもの－

ぞうさんうんちしょうてんがい

タコやん

そうめんソータロー

ひょうたんれっしゃ

ハーピカせんにん

まよなかのせおよぎ

たぬきのひみつ

ワニをつかまえたこざるのおはなし

ばらいろのかさ

ゆるゆる恐竜図鑑

日本カエル探検記　－減っているってほんと！？－

火星のカレー　－宇宙人たちのひみつ－

海の生きものつかまえたらどうする？

小学低学年（児童文学・絵本）

小学中学年（児童文学・絵本）

いちはちじゅうのもぉくもく

小学高学年（児童文学）

よろしくパンダ広告社　

アンバー・ブラウンとブランディ　

アトリと五人の王

最後のドラゴン

もしもだるまにであったら

火山はめざめる

中西進の万葉みらい塾　－はじめての『万葉集』－

よみもの以外（その他）

おばけおばけおばけ！！

みず　－のぞいてみようしぜんかがく－

ぼくがいちばんききたいことは

しあわせの島へ

タテルさんゆめのいえをたてる

さわれるまなべるうみのいきもの



　（としょかんしょくいん ） 親子おはなし広場

８月３日（土）　１１：００ から ８月６日（火）　１０：３０から

本館　おはなしのへや 本館２階　視聴覚室

幼児～ 乳幼児～

大型絵本「きんぎょがにげた」 絵本「おばけのこもりうた」

絵本「しろちゃんとはりちゃん　なつのいちにち」 絵本「パンダともだちたいそう」

他

　　（おはなしボランティア　たんぽぽ）  親子おはなしの会

８月１０日（土）　１１：００ から

文化センター図書室 今月はおやすみ

幼児～ させていただきます。

きせつのえほん　と　てあそび

映画の醍醐味を市民の皆様に知って頂こうと、図書館では１６ミリフィルムなどを含め

た映画祭を開催します。子供を対象にした映画や、親子で楽しめる映画を上映します。
【 日 時 】　８月２４日(土)１０時００分～１１時５５分（予定）
【 会 場 】　 裾野市民文化センター　多目的ホール

【 問合せ 】  鈴木図書館　☎９９２－２３４２　　※入場無料、途中入場可

映画　おかあさんといっしょ
　　      はじめての大冒険

70分

1

2

上映時間

１０：００～１０：２５

１０：２５～１０：４５

上映No.

3 １０：４５～１１：５５

時間 フィルム名 部門

児童(アニメ）

児童(アニメ）

25分

20分

児童

ヘンゼルとグレーテル

ゆうかんな十人の兄弟

おはなしの会
《日　時》

《会　場》

《日　時》

《日　時》

 おはなしの会

《会　場》

《対　象》

《内　容》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

（おはなしボランティア

　まほうのじゅうたん）

《対　象》

《内　容》

大型絵本「だるまさんが」

 

          

※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下さい。 

どなたでも参加いただけます！ 

ぜひ、おいでください！！ 


