
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

ミニオンズ　ＳＩＮＧ/シングのイルミネーション最新作！

《 日　時 》１２月１４日（土）　１４：００～１５：４２

《 会　場 》本館　２階 視聴覚室

《 内　容 》マックスとデュークの飼い主ケイティ―が結婚し、

　息子のリアムが誕生！前作同様、幸せな気持ちにして

　くれる飼い主とペットの心あたたまる絆と感動の物語。

《 定　員 》６０名（整理券配布）    (C) 2019 Universal Studios. All Rights Reserved.

➡整理券は１２月７日（土）午前９時から本館カウンターにて配布 します。 （ご家族分のみ）

《 問合せ 》鈴木図書館　☎９９２－２３４２

　※駐車場には限りがございますので、市役所駐車場及び交通機関のご利用をお願いします。

《１２月の行事予定》

3  日（火） 　本館　２階 展示室

14  日（土） 　文化センター図書室

 親子おはなしの会 17  日（火） 　文化センター図書室

21  日（土） １１時００分～ 　本館　２階 視聴覚室

11  日（水） ０９時～１２時 　本館　２階 展示室　/ 文化センター図書室

18  日（水） １３時～１６時 　本館　２階 展示室　/ 文化センター図書室

4  日（水） 　本館　２階 展示室

12  日（木） 　本館　２階 展示室

20  日（金） 　本館　２階 展示室

絵本とおしゃべりのへや 10 　本館　２階 展示室

 茶道教室Ⅰ 5  日（木） １３時００分～  東西公民館　和室

 茶道教室Ⅱ 6  日（金） １９時００分～  東西公民館　和室

 俳句会 1  日（日） １３時００分～  東西公民館　会議室３

 古文書を読む会 13  日（金） １３時３０分～  東西公民館　会議室３

 美術教室 14  日（土） １０時００分～  東西公民館　実習室

 短歌会 8  日（日） １３時００分～  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 7 　 ○文化センター図書室

8 9 10 11 12 13 14 通常 ・・・ ９時～１７時

15 16 17 18 19 20 21 木・金 ・・・ ９時～１９時

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  休館日

【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、5、6、12、13、19、20、26、27日です。

　　　　2019年12月号

 サンタとおはなしの会 １１時００分～

 親子おはなし広場 １０時３０分～

１２　月

《図書館開館日》

 サンタとおはなしの会

１０時３０分～

１０時～１７時

図書館行事

図書館講座

 ファーストブック・セカンドブック

 親子ふれあいデー １０時～１７時

１０時～１７時

 日（火） １０時～１２時

図書館だよりQRコード 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

ロス男 平岡　陽明　著 講談社

介護のうしろから「がん」が来た！ 篠田　節子　著 集英社

ナポレオン　３　転落篇 佐藤　賢一　著 集英社

ベーシックインカム 井上　真偽　著 集英社

私の家 青山　七恵　著 集英社

奔る男　－小説金栗四三－ 堂場　瞬一　著 中央公論新社

巡礼の家 天童　荒太　著 文藝春秋

べらぼうくん 万城目　学　著 文藝春秋

計策師　－甲駿相三国同盟異聞－ 赤神　諒　著 朝日新聞出版

小箱 小川　洋子　著 朝日新聞出版

彼女たちの犯罪 横関　大　著 幻冬舎

祝祭と予感 恩田　陸　著 幻冬舎

どうしても生きてる 朝井　リョウ　著 幻冬舎

夏服を着た恋人たち　（マイ・ディア・ポリスマン　３） 小路　幸也　著 祥伝社

人を乞う あさの　あつこ　著 祥伝社

死ぬんじゃねーぞ！！　－いじめられている君はゼッタイ悪くない－ 中川　翔子　著 文藝春秋

発達障害のある子を理解して育てる本 田中　哲　著 学研プラス

LD〈学習障害〉のある子を理解して育てる本 竹田　契一　著 学研プラス

まるごと鬼ごっこ　－仲間づくり・体づくりに役立つBEST５５－ 鬼ごっこ協会　著 いかだ社

動物デッサンテクニック　（デッサンを極める！） 岡本　泰子　著 誠文堂新光社

藤田智の新・野菜づくり大全　（生活実用シリーズ） 藤田　智　著 NHK出版

身内の相続で揉めない悔やまない５０の処方箋 矢野　敬之　著 中央経済社

“きれいな字”の絶対ルール　－コミュニケーションの永久スキル－ 青山　浩之　著 日経BP社

世界毒草百科図鑑 エリザベス・A.ダウンシー　著 原書房

ロータリーエンジンの２０年 大関　博　著 グランプリ出版

ミミズの謎　－暗闇で光るミミズがいるって本当！？－ 柴田　康平　著 誠文堂新光社

４７都道府県・妖怪伝承百科 小松　和彦　著 丸善出版

乗用車用ガソリンエンジン入門　新装版 林　義正　著 グランプリ出版

ショートカットキー時短ワザ大全　－早く帰るコツは“手元”にあった！－ 辻村　司　著 SBクリエイティブ

Outlook最速時短術　－メールは１秒でさばける！－ 鈴木　眞里子　著 日経BP

本を読めなくなった人のための読書論 若松　英輔　著 亜紀書房

死んだらどうなるのか？　－死生観をめぐる６つの哲学－ 伊佐敷　隆弘　著 亜紀書房

心理学・入門　改訂版　－心理学はこんなに面白い－ サトウ　タツヤ　著 有斐閣

夢をかなえる大学選び　令和時代に花咲く学び方 船橋　信一　著 飛鳥新社

由比ガ浜機械修理相談所 斉藤　すず　著 KADOKAWA

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山崎　圭一　著 ＳＢクリエイティブ

魔導具師ダリヤはうつむかない３ 甘岸　久弥　著 KADOKAWA

太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか　著 小学館

サクッとわかる！中学数学キャラ図鑑 横山　明日希　著 KADOKAWA

◆　小説（本館）　◆

◆　ヤングアダルト（本館）　◆

◆　実用書（本館）　◆



　《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

◆　児童書（本館）　◆

カワチ　レン　作・絵 学研プラス

松沢　陽士　写真 ほるぷ出版

ザ・キャビンカンパニー　著 白泉社

やぎ　たみこ　著 白泉社

鎌田　歩　さく 福音館書店

ペク　ヒナ　作 学研プラス

めぐろ　みよ　作 星の環会

エレーヌ・ルヌヴ―　絵 樹立社

奥山　玲子　画 復刊ドットコム

ほそい　さつき　著 岩崎書店

広瀬　克也　作 絵本館

北村　裕花　作・絵 フレーベル館

ジョン・キラカ　作 西村書店

武田　美穂　作・絵 童心社

サム・アッシャー　絵 徳間書店

澤野　秋文　絵 アリス館

スティーヴィ・ルイス　え イマジネイション・プラス

アヤ井　アキコ　絵 あかね書房

中川　貴雄　絵 教育画劇

ましま　せつこ　絵 童心社

ダナ・ウルエコッテ　絵 絵本塾出版

斉藤　洋　さく ほるぷ出版

くさの　たき　作 金の星社

藤野　恵美　作 講談社

たしろ　ちさと　画 玉川大学出版部

エリザベス・バーグランド　絵 犀の工房

北川　チハル　作 汐文社

アストリッド・リンドグレーン　作 岩波書店

岩瀬　成子　著 講談社

キャサリン・アップルゲイト　作 フレーベル館

久保田　香里　作 偕成社

　　《　メ ー カ ー　》

◆　DVD（本館）　◆

NHKエンタープライズ

ケイエッセンス

小学低学年　（児童文学・絵本）

とんでいったふうせんは

小学高学年（児童文学）

ゆるびーくんえんそくにいく

ふしぎないどうどうぶつえん

しあわせなハリネズミ

きつねの橋

 《　タ　イ　ト　ル　》　　　　　　　　　　　　　　

もうひとつの曲がり角

クレンショーがあらわれて

このままじゃ学校にいけません

だれもしらない図書館のひみつ

小学中学年（児童文学・絵本）

バップ

名探偵カッレ　城跡の謎

巨大空港

ともだちになったミーとチュー

おばあさんとあひるたち

にだんベッドだいすき！

ねこおどる

災害時に役立つ知識とサバイバルクッキング

劇場版　ダーウィンが来た！　アフリカ新伝説

勇気の花がひらくとき/やなせたかしとアンパンマンの物語

おかしなおきゃくさま

ようかいオリリンピック

こどもかいぎ

ごちそうの木　－タンザニアのむかしばなし－

図書館のふしぎな時間

きらいきらい！

幼児（児童文学・絵本）

おつきさまのともだち　

きんぎょびじゅつかん

どうぶつパンパン

やさいばたけカーレース

「へてかへねかめ」おふろでね

せかいいちしあわせなクマのぬいぐるみ

かべのすきま

あいぼうはどこへ？－ニューヨークのとしょかんにいる２とうのライオンのおはなしー

なんでもモッテルさん

くいしんぼうのサンタクロース



（おはなしボランティア　たんぽぽ）　

　１２月３日（火）　１０時３０分 から 　１２月１７日（火）　１０時３０分 から

　本館　２階　展示室 　文化センター図書室

　乳幼児～ 　幼児～

　絵本「クリスマスのおばけ」 　きせつのえほん　と　てあそび

　「よるくま　クリスマスのまえのよる」 ほか

ほか

　（おはなしボランティアたんぽぽ） 　（としょかんしょくいん）　

　１２月１４日（土）　１１時００分 から 　１２月２１日（土）　１１時００分 から

　文化センター図書室 　本館　２階 視聴覚室

　幼児～ 　幼児～

　ペープサート　「うさぎとかめ」  大型絵本　「１００にんのサンタクロース」

ほか ほか

※なお、駐車場スペースが少ないため、公共交通機関または、市役所駐車場をご利用ください。

親子わいわい広場

日時 令和2年1月11日（土）　13時30分～16時

開場 本館　2階視聴覚室

対象 幼児・小学生とその保護者

内容 ぶんぶんゴマ、巨大すごろく、おりがみ、カルタであそびましょう。

問合せ 鈴木図書館　☎９９２－２３４２

※申し込み不要、無料で参加できます。

本館、文化センター図書室ともに

※この期間中の返却はブックポストをご利用ください。

１２月２９日から１月３日まで　休館 となります。

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

サンタとおはなしの会

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

親子おはなし広場

 サンタとおはなしの会

（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》

《内　容》

 親子おはなしの会

《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

サンタとおはなしの会には 

サンタさんがきてくれるよ!! 

みんな遊びにきてね☺ 

  
１２月の 

 
おはなし会 


