
裾野市立

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

         好きな本を読んだり、映画鑑賞などのイベントに参加したり、一部電気を消して



         暗くなるコーナーもあります。
         貸出、返却、学習室の利用もできますので、みなさまどうぞお越しください。

本館

子どもから大人までどなたでも

図書利用券、懐中電灯（暗闇コーナー用）

➀映画会『ビブリア古書堂の事件手帖』　定員６０人　（１８時～２０時０１分）

➁地下書庫見学　　（☆１７時３０分～、☆１８時３０分～、☆１９時３０分～）

➂ビブリオトーク　定員５人　　（１９時～）

➃カフェ　　（１７時３０分～２０時）

  当日17時00分から、５冊以上借りた方には以下の特典があります🌟
✧ ガチャガチャ　　（1人1回）

✧ 『２０１９・第７３回読書週間』イラスト入りブックカバーとしおりをセットにしてプレゼント！


※１人１セット　なくなり次第終了

《１１月の行事予定》

９ 日（土）  文化センター図書室

１２ 日（火）  本館　２階 視聴覚室

１６ 日（土）  本館　２階 視聴覚室

１９ 日（火）  文化センター図書室

２０ 日（水）  本館　２階 展示室 / 文化センター図書室

２７ 日（水）  本館　２階 展示室 / 文化センター図書室

１３ 日（水）  本館　２階 視聴覚室

２１ 日（木）  本館　２階 展示室

２９ 日（金）  本館　２階 展示室

１４ 日（木）  本館　３階 会議室

７ 日（木）  東西公民館　和室

１ 日（金）  東西公民館　和室

３ 日（日）  東西公民館　会議室３

８ 日（金）  東西公民館　会議室３

９ 日（土）  東西公民館　実習室

１０ 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 　 ○文化センター図書室
3 4 5 6 7 8 9 ９時～１７時

10 11 12 13 14 15 16 ９時～１９時

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30  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、１、７、８、１４、１５、２１、２２、２９日です。 ※２８日は館内整理日のため利用できません。

　              １１月１６日（土）１７時～２０時３０分まで夜間開館をします。

【会　場】

【対　象】

【持　物】

【内　容】

９時～１７時

９時～１９時

図書館行事

図書館講座

 おはなしの会（フェスティバル）

 親子おはなし広場

 おはなしの会（フェスティバル）

 親子ふれあいデー

絵本とおしゃべりのへや

 リサイクルブックサービス

 茶道教室Ⅰ

１０時～１７時

１０時～１７時

１０時００分～

１０時～１２時

201９年11月号

 本館　２階 展示室

１３時００分～

１０時３０分～

１１時００分～

１１時００分～

１０時３０分～

０９時～１２時

１０時～１７時

１３時００分～

１９時００分～

１３時００分～

１３時３０分～

１３時～１６時

木・金　・・・

通　常　・・・

１１　月

９・１０・１２・１３日

１４・１５日

《図書館開館日》

 茶道教室Ⅱ

 俳句会

 古文書を読む会

 美術教室

 短歌会

 親子おはなしの会
  ファーストブック・セカンドブック

  ファーストブック・セカンドブック

 親子ふれあいデー

 親子ふれあいデー

図書館だよりQRコード 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

法月綸太郎の消息　 法月　綸太郎　著 講談社

ｍｅｄｉｕｍ　－霊媒探偵城塚翡翠－ 相沢　沙呼　著 講談社

空は逃げない まはら　三桃　著 小学館

アスリーツ あさの　あつこ　著 中央公論新社

たそがれ　ダンサーズ 桂　望実　著 中央公論新社

廉太郎ノオト 谷津　矢車　著 中央公論新社

わたしの良い子 寺地　はるな　著 中央公論新社

スナック墓場 嶋津　輝　著 文藝春秋

絶望スクール　（池袋ウエストゲートパーク　１５） 石田　衣良　著 文藝春秋

プルースト効果の実験と結果 佐々木　愛　著 文藝春秋

楽園の真下 萩原　浩　著 文藝春秋

写楽とお喜瀬 吉川　永青　著 NHK出版

某 川上　弘美　著 幼冬舎

妻の終活 坂井　希久子　著 祥伝社

遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内　悠介　著 祥伝社

流葉断の太刀　（裏用心棒譚　２） 上田　秀人　著 徳間書店

アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス　著 双葉社

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤　愛子　著 PHP研究所

土に讀う 河崎　秋子　著 集英社

ナポレオン　２　野望篇 佐藤　賢一　著 集英社

落日 湊　かなえ　著 角川春樹事務所

罪と祈り 貫井　徳郎　著 実業之日本社

この道をどこまでも行くんだ 椎名　誠　著 新日本出版社

空から森が降ってくる 小手鞠　るい　著 平凡社

ジーヴスの世界 森村　たまき　著 国書刊行会

トリガー　上 真山　仁　著 KADOKAWA

トリガー　下 真山　仁　著 KADOKAWA

震える天秤 染井　為人　著 KADOKAWA

黙秘犯 翔田　寛　著 KADOKAWA

私は幽霊を見ない 藤野　可織　著 KADOKAWA

三匹の子豚 真梨　幸子著 講談社

至誠の残滓 矢野　隆　著 集英社

百舌落とし　（百舌シリーズ　７） 逢坂　剛　著 集英社

命あれば 瀬戸内　寂聴　著 新潮社

欺す衆生 月村　了衛　著 新潮社

カインは言わなかった 芦沢　央　著 文藝春秋

熱源 川越　宗一　著 文藝春秋

飛雲のごとく あさの　あつこ　著　 文藝春秋

盲剣楼奇譚 島田　荘司　著 文藝春秋

ボッティチェッリの裏庭 梶村　啓二　著 筑摩書房

◆　一般書（本館）　◆



　《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出版社 》

◆　児童書（本館）　◆
幼児（児童文学・絵本）

うんがよくなりますように　おとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ　作 クレヨンハウス

おはようおやすみぼくのせかい ローレン・ロング　え 評論社

たけがみ　たえ　作 あかね書房

だれのパンツ？ シゲリ　カツヒコ　作 KADOKAWA

えさのじかんだよ 軽部　武宏　作 小学館

ドン・ウッサそらをとぶ キューライス　著 白泉社

いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン　作 ほるぷ出版

てつだってあげるねママ！ フレヤ・ブラックウッド　え きじとら出版

きょだいなガチャガチャ 大橋　慶子　作絵 教育画劇

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ 荒井　良二　著 NHK出版

おばあちゃん、ぼくにできることある？ ジェシカ・シェパード　さく 偕成社

くるまがいっぱい！ リチャード・スキャリー　さく 好学社

おつきさまひとつずつ 長野　ヒデ子　作 童心社

こねこをひろったけどそだててみたら… 新井　洋行　作 BL出版

しぶがきほしがきあまいかき 石川　えりこ　さく・え 福音館書店

チェクポ　－おばあちゃんがくれたたいせつなつつみ－ キム　ドンソン　え 福音館書店

たたたんたたたん 西村　繁男　絵 童心社

ほら、ここにいるよ　－このちきゅうでくらすためのメモ－ オリヴァー・ジェファーズ　さく ほるぷ出版

おそろしいよる 殿内　真帆　絵 鈴木出版

まめざらちゃん よしむら　めぐ　絵 白泉社

よるのまんなか おくはら　ゆめ　作絵 理論社

小学低学年（児童文学・絵本）

だいすきな先生へ ナンシー・カーペンター　絵 評論社

自転車がほしい！ ノア・Z．ジョーンズ　絵 光村教育図書

ライオンになるには エド・ヴィアー　さく BL出版

おじいちゃんがのこしたものは… ジム・フィールド　絵 評論社

きみののぞみはなんですか？ 五味　太郎　著 KTC中央出版

おおにしせんせい 長谷川　義史　作 講談社

小学中学年（児童文学・絵本）

犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本　悦子　作 岩崎書店

モノクロームの不思議 斉藤　洋　作 静山社

なんみんってよばないで。 ケイト・ミルナー　さく 合同出版

小学高学年（児童文学）

もえぎ草子 久保田　香里　作 くもん出版

オオカミが来た朝 ジュディス・クラーク　著 福音館書店

よみもの以外（その他）

世界ののりもの図鑑２５００ スタジオタッククリエイティブ

未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズ　ほか監修 創元社

うみのあじ



　（としょかんしょくいん）　

１０時３０分 から 《日　時》 １１月９日（土） １１時００分 から

視聴覚室 《会　場》 文化センター　図書室

《対　象》 幼児～

「はらぺこあおむし」 《内　容》 大型絵本 「ぼくのくれよん」

「バムとケロのにちようび」　　 他

おはなしの会 　（おはなしボランティア　たんぽぽ） （おはなしボランティア　たんぽぽ）

１１月１６日（土） １１時 ００分から 《日　時》 １１月１９日（火） １０時３０分 から

本館　２階 視聴覚室 《会　場》 文化センター　図書室

幼児～ 《対　象》 幼児～

《内　容》 きせつのえほん　と　てあそび

「うさぎとかめ」 他 他

　　　　　　　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。 ※１４日（木）・１５日（金）は、１９時００分まで

　【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

　❏ 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）

　テーマ図書展示

　『身の安全を守ろう！防災資料展』

　災害に関する図書の展示をします。

　《期　間》 １０月２７日～１１月９日

　《開　場》 本館１階　展示コ―ナー 《日　時》１２月７日（土）　１４時～１５時３０分

《会　場》本館２階 展示室

（先着順　定員になり次第締切り）

《対　象》市内在住の小学生と保護者

《申　込》１1月２３日（祝）～１２月５日（木）１７時まで

《問合せ》　鈴木図書館本館　☎　９９２－２３４２

１１月はおはなしフェスティバル

親子おはなしの会

ペープサート

　　災害から家族や自分を守るために役立つ、

《定　員》親子合わせて２０名

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》 ブラックパネルシアター　「ピーターパン」

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）

《会　場》

《対　象》

《内　容》

１１月１２日（火）

午前９時から鈴木図書館１階カウンターにて

受付（電話申込可）

おはなしの会

本館　２階

乳幼児～

大型絵本

《日　時》

大型絵本

ツリーを描いたポスターに自由に装飾し

ます。 


