
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

　子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが図書館にお泊まりすることで、

図書館や本に関心を持ってもらうことを目的としたイベントです。

　大好きなぬいぐるみを図書館にお泊まりさせてみませんか？

夜の図書館を探検するぬいぐるみたちをこっそり撮影し、その写真は

アルバムにしてお渡しします。

➀ 《申込期間》 １０月２６日（土）９時～１１月６日（水）１７時

➁ 《預かり期間》１１月７日（木）９時～１１月１０日（日）１７時

➂ 《お迎え日時》 １１月１６日（土）１０時５０分～

① 申込期間に本館カウンターにある申込書へ記入またはお電話で申し込み。

※期間中でも定員になり次第締め切ります。

② ぬいぐるみの預かり期間に本館へぬいぐるみを預けに来てください。

※期間内に来られない場合は、申込時にぬいぐるみをお預かりします。

③ お迎えは本館２階「視聴覚室」にて。11時から「おはなしフェスティバル」が

あるので、ぬいぐるみと一緒にご参加ください。

※当日にお迎えに来られない場合は、事前にご連絡ください。

【対　 　象】 裾野市内在住のお子さん（小学生以下）のぬいぐるみ（１家族１体まで）

【定　 　員】 １５名（先着）

【問合せ・申込み先】 鈴木図書館本館　☎９９２－２３４２

《１０月の行事予定》
1 日（火）  本館２階　展示室
5 日（土）

12 日（土）
16 日（水）
23 日（水）

 親子ふれあいデー 9 日（水）
 親子ふれあいデー 17 日（木）
 親子ふれあいデー 25 日（金）
絵本とおしゃべりのへや 8 日（火）

3 日（木）
4 日（金）

20 日（日）
 古文書を読む会 11 日（金）  東西公民館　会議室３
 美術教室 12 日（土）  東西公民館　実習室

13 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 　 ○文化センター図書室

6 7 8 9 10 11 12 通常 ・・・ ９時～１７時

13 14 15 16 17 18 19 木・金 ・・・ ９時～１９時

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  休館日 館内整理日

【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、３、４、１０、１１、１７、１８、２５、３１日です。 ※２４日は館内整理日のため利用できません。

【申込みの流れ】

 本館２階　展示室
１０時～１２時  本館２階　展示室

 ファーストブック/セカンドブック
図書館行事

１０時～１７時
１０時～１７時
１０時～１７時

 おはなしの会 １１時００分～
１１時００分～

０９時～１２時

 おはなしの会

 本館２階　展示室・文化センター図書室１３時～１６時

 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００分～
１９時００分～  東西公民館　和室

 本館　おはなしのへや

 本館２階　展示室・文化センター図書室

《図書館開館日》

１０　月

 茶道教室Ⅰ １３時００分～  東西公民館　和室

図書館講座

 短歌会

 茶道教室Ⅱ

１３時３０分～

１３時００分～

 俳句会

 文化センター図書室

１０時００分～

 東西公民館　会議室３

2019年10月号

裾 野 市 立

鈴 木 図 書 館

 親子おはなし広場 １０時３０分～

ぬいぐるみには名札を付けますので申込時にぬいぐるみの名前をお聞きします。

図書館だよりQRコード 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

喜多　喜久　著 中央公論新社

泉　ゆたか　著 講談社

川瀬　七緒　著 講談社

赤川　次郎　著 集英社

高山　羽根子　著 集英社

北方　謙三　著 集英社

安田　依央　著 集英社

東山　彰良　著 ホーム社

坂井　希久子　著 幻冬舎

秋吉　理香子　著 PHP研究所

小野　不由美　著 KADOKAWA

森　晶麿　著 KADOKAWA

沢村　浩輔　著 KADOKAWA

海堂　尊　著 KADOKAWA

あさの　あつこ　著 KADOKAWA

伊兼　源太郎　著 講談社

天野　純希　著 講談社

島田　雅彦　著 集英社

下村　敦史　著 集英社

三浦　しをん　著 集英社

高樹　のぶ子　著 新潮社

梨木　香歩　著 新潮社

木皿　泉　著 紀伊國屋書店

堂場　瞬一　著 東京創元社

ピョン　ヘヨン　著 白水社

彩瀬　まる　著 河出書房新社

逸木　裕　著 講談社

佐藤　賢一　著 集英社

李　琴峰　著 文藝春秋

中路　啓太　著 文藝春秋

酒井　順子　著 文藝春秋

古川　真人　著 文藝春秋

 久坂部　羊　著 朝日新聞出版

瀧羽　麻子　著 幻冬舎

石持　浅海　著 祥伝社

東川　篤哉　著 祥伝社

友井　羊　著 祥伝社

柄刀　一　著 祥伝社

地先 乙川　優三郎　著 徳間書店

スチュアート・タートン　著 文藝春秋

格闘

流星のソード　（名探偵・浅見光彦VS.天才・天地龍之介）

ラッコの家

老父よ、帰れ

伊勢佐木町探偵ブルース

無実の君が裁かれる理由

虹にすわる

Rのつく月には気をつけよう　〔２〕　賢者のグラス

時喰監獄

氷獄

センス・オブ・シェイム　－恥の感覚－

灼熱

五つ数えれば三日月が

ナポレオン　１　台頭篇

金庫番の娘

キキ・ホリック

ぱくりぱくられし

昭和天皇の声

決断の刻　（とき）

烈風ただなか

やがて満ちてくる光の

モンスーン　（エクス・リブリス）

森があふれる

電気じかけのクジラは歌う

イヴリン嬢は七回殺される

◆　一般書（本館）　◆

ひと喰い介護

越境　（ユエジン）

化学探偵Mr.キュリー　８　（中公文庫）

絶声

営繕かるかや怪異譚　その２

お江戸けもの医　毛玉堂

チンギス紀　５　絶影

スワロウテイルの消失点　（法医昆虫学捜査官　〔７〕）

明日死んだ男　（SUZUME　BUS）

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル

君が異端だった頃

愛と追憶の泥濘

戦国の教科書

のっけから失礼します



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出　版　社 》

田島　征三　作 小学館

キューライス　さく・え イースト・プレス

いちよんご　作絵 金の星社

はしもと　えつよ　作・絵 偕成社

よしだ　るみ　さく・え 国土社

ルチア・スクデーリ　絵 BL出版

はた　こうしろう　絵 講談社

宮野　聡子　作・絵 PHP研究所

レウィン・ファム　絵 岩崎書店

ロジャー・デュボアザン　さく 好学社

クリスチャン・ロビンソン　絵 鈴木出版

チョー　ヒカル　作 フレーベル館

はやし　ますみ　作 偕成社

ミカエル・ドゥリュリュ―　絵 クレヨンハウス

木島　誠悟　絵 ポプラ社

シモン・バイイ　え くもん出版

石黒　亜矢子　作 偕成社

北原　明日香　絵 少年写真新聞社

全国学校図書館協議会　編 童話屋

山西　ゲンイチ　絵 BL出版

山口　哲司　作・絵 出版ワークス

マイケル・ローゼン　作 徳間書店

如月　かずさ　作 偕成社

まはら　三桃　著 アリス館

アラン・グラッツ　著 ほるぷ出版

こうだ　ゆうこ　作 学研プラス

岩佐　めぐみ　作 偕成社

廣嶋　玲子　作 PHP研究所

フィリス・レイノルズ・ネイラー　著 あすなろ書房

ケリー・バーンヒル　著 評論社

椰月　美智子　作 小峰書店

高橋　うらら　文 講談社

平野　恵理子　著 偕成社

中山　由美　文・写真 学研プラス北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと

季節のこよみ　－きょうはなにして遊ぶ？－

ヒミツのかいだん

ねこになりたい

セミクジラのぬけがら　－ミッチの道ばたコレクション－

おろろんおろろん

ゴリラさんだめです

あなたがおとなになったとき

森のあかちゃん

おおいなるだいずいちぞく

あるあるいるいるようかいえほん

ねこぼん

じゃない！

うれしいおいしいはんぶんこ

いつかはぼくも

「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと

◆　児童書（本館）　◆

幼児（児童文学・絵本）

カルメラのねがい

このほんよんでくれ！

スノーウィとウッディ

かわにくまがおっこちた

小学低学年（児童文学・絵本）

キリンのあかちゃんがうまれた日

ハヤクさん一家とかしこいねこ

コリンのお店びらき

わくわく　－こども詩集－

うちに帰りたくないときによむ本

ほんのなかのほんのなかのほん

秘密に満ちた魔石館

小学高学年（児童文学）

シャイローと歩く秋

魔女の子ども

よみもの以外（その他）

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情

小学中学年（児童文学・絵本）

思いはいのり、言葉はつばさ

貸出禁止の本をすくえ！

ぽかりの木

ぼくは気の小さいサメ次郎といいます



（としょかんしょくいん）

　１０月1日（火） １０時３０分 から 《日　時》　１０月5日（土）　１１時００分 から

　本館２階　展示室 《会　場》　本館　おはなしのへや

　乳幼児～ 《対　象》　幼児～

　絵　本 「かいじゅうたちのいるところ」 《内　容》 「おだんごぱん」

　絵　本 「ねないこだれだ」 「このほんよんでくれ！」

「楽しいハロウィン」　　他 他

おはなしの会 （おはなしボランティア　たんぽぽ） 親子おはなしの会

１１時００分 から 今月はお休み

　文化センター　図書室 させていただきます。

　幼児～

 

保存期間の過ぎた雑誌・英字新聞、蔵書とならなかった寄贈本を無料でお譲りします！

　【期　間】　　１１月９日（土）～１１月１５日（金） 　【時　間】　　９時００分～１７時００分まで

　〈日　時〉　　※１１月１１日（月）は休館日のため除きます。

　【場　所】　　本館２階　展示室　　

　【対象者】　 市内市外問いません　

　❏ リサイクルブックサービスの資料はご自分で利用してください。転売は禁止しています。

　❏ 図書と雑誌を合わせておひとり１日１０冊、英字新聞はおひとり１日１束 （どちらもご本人様限り）

　❏ お持ち帰りの袋は準備していないので、各自でご用意ください。

　❏ 全て先着順です。　なくなり次第終了します。（本の補充はしません）

おはなしの会親子おはなし広場
（ おはなしボランティア
まほうのじゅうたん　）

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《会　場》

《対　象》

　　　　　　　　　 ※１４日（木）・１５日(金)は、１９時００分まで

《内　容》

《内　容》

  きせつのえほん　と　てあそび

工　作

　１０月１2日（土）《日　時》

絵　本

絵　本

どなたでも参加いただけます！ 

ぜひ、おいでください!! 

   

１０月のおはなし会 

※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。 


