
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

謎解きクエストとは？

当日１階カウンターにて解答用紙を受け取り、館内にある謎解きポイントを探して謎を解き

全問正解を目指します。 全問正解者にはプレゼントがあります！

【 日 時 】  ９月２８日(土)　１０時～１６時

【 対 象 】　市内在住の小学生

【 持 物 】　筆記用具

【 申 込 】　９月７日（土）９時から鈴木図書館（本館のみ）１階カウンターにて受付開始（電話申込可）

※当日でも参加できます。

【問合せ】 鈴木図書館（本館）　　☎９９２-２３４２

《９月の行事予定》

　3 日（火）  本館２階　展示室

7 日（土）  本館　おはなしのへや

21 日（土）  文化センター図書室

18 日（水）

25 日（水）

　親子ふれあいデー 11 日（水）

　親子ふれあいデー 19 日（木）

　親子ふれあいデー 27 日（金）

13 日（金）

28 日（土）  図書館内

5 日（木）

6 日（金）

15 日（日）

13 日（金）

14 日（土）

8 日（日）  文化センター３階会議室

＜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 4 5 6 7 通常 ・・・ ９時～１７時

8 9 10 11 12 13 14 木・金 ・・・ ９時～１９時

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28   休館日   館内整理日

29 30

【木、金曜日の19時～20時30分までの学習席の利用について】 ※図書館の学習席の利用は19時までです。

　本館延長開館後（～19時）、図書館3階（東西公民館）の会議室を学習席として利用できます。

　今月は、５、６、１２、１３、１９、２０、２７日です。 ※26日は利用できません。

 東西公民館　和室

  短歌会

 東西公民館　和室

 東西公民館　実習室

 東西公民館　会議室３

 東西公民館　会議室３

13時00分～

13時00分～

９　月

  茶道教室Ⅰ 13時00分～

《図書館開館日》

  茶道教室Ⅱ 19時00分～

  美術教室

  俳句会

  古文書を読む会

10時00分～

図書館講座

2019年９月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

 本館２階　展示室/文化センター図書室

10時30分～

11時00分～

図書館に隠された　謎を解くことはできるか？

　おはなしの会

　おはなしの会 11時00分～

9時～12時

図書館行事

　親子おはなし広場

  ファーストブック / セカンドブック 13時～16時  本館２階　展示室/文化センター図書室

  ファーストブック / セカンドブック

 本館２階　展示室

 本館２階　展示室

13時30分～

絵本とおしゃべりのへや 10時～12時

 本館２階　展示室

 本館２階　展示室
小学生チャレンジ広場（謎解きクエスト） 10時～16時

10時～17時

10時～17時

10時～17時



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

中村　文則 著 河出書房新社

東野　圭吾　著 講談社

植松　三十里　著 文藝春秋

森　絵都　著 朝日新聞出版

木内　昇　著 朝日新聞出版

宮部　みゆき　著 河出書房新社

古谷田　奈月　著 河出書房新社

三津田　信三　著 講談社

藤本　ひとみ　著 講談社

中澤　日菜子　著 小学館

大森兄弟　著 中央公論新社

橋本　治　著 中央公論新社

吉田　篤弘　著 中央公論新社

朝吹　真理子　著 中央公論新社

道尾　秀介　著 文藝春秋

冲方　丁　著 文藝春秋

朱川　湊人　著 文藝春秋

川上　未映子　著 文藝春秋

坂上　泉　著 文藝春秋

伊坂　幸太郎　著 NHK出版

早見　和真　著 角川春樹事務所

五十嵐　貴久　著 祥伝社

乾　緑郎　著 祥伝社

太田　忠司　著 祥伝社

原田　ひ香　著 祥伝社

山本　一力　著 講談社

宮木　あや子　著 新潮社

畠中　恵　著 新潮社

百田　尚樹　著 新潮社

野中　柊　著 新潮社

今村　翔吾　著 新潮社

千早　茜　著 文藝春秋

佐藤　巖太郎　著 文藝春秋

大村　友貴美　著 光文社

芦辺　拓　著 光文社

鳥飼　否宇　著 光文社

赤神　諒　著 光文社

未来を、１１秒だけ 青柳　碧人　著 光文社

下北沢インディーズ 岡崎　琢磨　著 実業之日本社

うしろから歩いてくる微笑　（創元クライム・クラブ） 樋口　有介　著 東京創元社

将軍の子

緋（あか）い川

道化師の退場

夏の騎士

猫をおくる

ランチ酒　－おかわり日和－

てんげんつう　（〔「しゃばけ」シリーズ〕　〔１８〕）　

カザアナ

化物蠟燭

さよならの儀式　－８　Sciｅnce　Fiction　Stories－

◆　一般書（本館） ◆

神前酔狂宴

魔偶の如き齎すもの

お願いおむらいす

ツキノネ

へぼ侍

抽斗のなかの海

いけない

剣樹抄

スズメの事ム所　－駆け出し探偵と下町の怪人たち－

夏物語

ウナノハテノガタ

妙麟

密室を開ける手　（KZ　Upper　File）

自由思考

希望の糸

空と湖水　－夭折の画家三橋節子－

クジラアタマの王様

黄金夜界

天使も怪物も眠る夜

おじさんのトランク　－幻燈小劇場－

神様の暇つぶし

八本目の槍

愛してるって言えなくたって

店員がバカすぎて

手のひらの楽園

天災は忘れる前にやってくる

ジョン・マン　７　邂逅編



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

パク　ジォンチェ　作 岩波書店

飯野　和好　絵と文 小峰書店

ジェン・ヒル　え イマジネイション・プラス

テリー・ファン　作 ゴブリン書房

北村　裕花　絵 神宮館

柴田　ケイコ　絵 金の星社

しまだ　ともみ　絵 ひさかたチャイルド

西　加奈子　絵 小学館

齋藤　槇　作 小学館

マックス・アマート　さく・え 潮出版社

北村　直子　作 こぐま社

西村　敏雄　え フレーベル館

松岡　篤　監修 アリス館

牧野　千穂　絵 岩崎書店

パット・ハッチンス　さく 好学社

松成　真理子　作 講談社

平田　景　絵 国土社

クリス・マッデン　絵 講談社

藤田　ミツ　原作 講談社

田中　六大　作 あかね書房

グリム　著 のら書店

山下　明生　作 あかね書房

森山　京　作 理論社

柏葉　幸子　作 偕成社

横田　明子　作 佼成出版社

白矢　三恵　作 文研出版

えざき　みつる　作 あすなろ書房

リチャード・ペック　作 小学館

福田　隆浩　著 講談社

１１番目の取引 アリッサ・ホリングスワース　作 鈴木出版

リ　ソンジュ　著 徳間書店

月と珊瑚 上條　さなえ　著 講談社

よみもの以外（その他）

プラスチック惑星・地球 藤原　幸一　写真と文 ポプラ社

今泉　忠明　監修 学研プラス

スタジオタッククリエイティブ

城戸　久枝　著 偕成社

サングマ・フランシス　文 徳間書店

ベストマン

小学高学年（児童文学）

きんぎょすくいめいじん

すごいたいじゅうでうごきません。

ロージーのひよこはどこ？

うそつきタケちゃん

いきもの漢字図

◆　児童書（本館） ◆

幼児（児童文学・絵本）

だっぴ！

ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん　

みんなにやさしく

夜のあいだに

ヒキガエルがいく

まっくろけまっしろけ

こんにちは、ばいばい

火　あやかし

にんじんかりかりかじったら

かげパ

字のないはがき

おばけのぺろぺろ

なまけものパーティー

ほうさんちゅう　－ちいさなふしぎな生きもののかたち－

じいじが迷子になっちゃった　－あなたへと続く家族と戦争の物語－

エベレスト　－命・祈り・挑戦－

世界のてつどう図鑑２０００

小学低学年（児童文学・絵本）

手と手をぎゅっとにぎったら

ぼくんちの海賊トレジャ

おじいさんは川へおばあさんは山へ

小学中学年（児童文学・絵本）

ぼくたちはみんな旅をする

タヌキのきょうしつ

ソンジュの見た星　－路上で生きぬいた少年－

泣けるいきもの物語　－ぜんぶホント！生命の一代記－

かみさまのおはなし

おしっこもらスター

ワンダ・ガアグ・グリムのゆかいなおはなし

手紙　－ふたりの奇跡－



 （おはなしボランティア　たんぽぽ）　

　９月３日（火） １０時３０分 から 　９月７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～

「ともだちキリン」   きせつのほん　と　てあそび

「いつもいっしょ」

　（としょかんしょくいん）

※今月は第３土曜日です。

　９月２１日（土） １１時００分 から こんげつは、おやすみさせていただきます。

　文化センター図書室

　幼児～

  絵　本 「お月さまってどんなあじ？」

  絵　本 　「でこちゃん」

他

令和元年9月8日（日）　午前10時～

裾野市民文化センター（歌碑前）

裾野市立鈴木図書館短歌会

裾野市・裾野市教育委員会

裾野市文化協会【後　援】

（ おはなしボランティア
まほうのじゅうたん）

《対　象》

《内　容》

《会　場》

【主　催】

【日　時】

【場　所】

親子おはなし広場 おはなしの会

《会　場》

《対　象》

《内　容》

　鈴木図書館短歌会主催で44回を迎える『裾野牧水祭』を下記のとおり開催します。
当日は、市民文化センター南側の歌碑前にて、若山牧水の遺徳を偲び献酒・献花等を
行います。一般市民の方もご参加できます。是非、会場にお越しください。

 絵　本

《日　時》

おはなしの会

《日　時》

《対　象》

《内　容》

《日　時》

《会　場》

 絵　本

 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。 
 

 ９月のおはなし会 


