
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

  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００分

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。

《１月の行事予定》
11  日（土） 　文化センター図書室

18  日（土） 　本館 1階 おはなしのへや

15  日（水）

22  日（水）

8  日 (水) 　本館　2階 視聴覚室

16  日（木） 　本館　2階 視聴覚室

29  日（水） 　本館　2階 視聴覚室

24 日（金） 　東西公民館　会議室1・2

　本館　2階 展示室

9  日（木）   東西公民館　和室

13  日（月） 　東西公民館　和室

5  日（日） 　東西公民館　会議室3

10  日（金） 　東西公民館　会議室3

11  日（土） 　東西公民館　実習室

12  日（日） 　東西公民館　会議室1・2

※1月12日（日）短歌会に参加・見学を希望の方は10時00分～です。

《図書館開館日》
＜開館時間＞

日 月 火 水 木 金 土 　 ○本　　館

1 2 3 4 　 ○文化センター図書室

5 6 7 8 9 10 11 通 常　・・・ ９時～１７時

12 13 14 15 16 17 18 ９時～１９時

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 休館日 館内整理日

延長開館無し

【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、9、10、16、17、24、30、31日です。 ※23日は館内整理日のため利用できません。

　本館　2階 展示室
　文化センター図書室

　本館　2階 展示室
　文化センター図書室図書館行事

図書館講座

   2020年1月号

10時～17時

11時00分～

9時～12時

13時～16時

11時00分～ おはなしの会

 おはなしの会

10時～17時

13時30分～

10時～17時

１　月

10時～12時

1月29日（水）～2月9日（日）

 茶道教室Ⅱ

 俳句会

 古文書を読む会

 美術教室

 短歌会

木・金　・・・

13時00分～

19時00分～

13時00分～

9時30分～

10時00分～

 ファーストブック
 セカンドブック

 親子ふれあいデー

絵本とおしゃべりのへや

小・中学校書き初め展

 茶道教室Ⅰ

図書館だより 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

タスキメシ　－箱根－ 額賀　澪　著 小学館

本意に非ず 上田　秀人　著 文藝春秋

グッドバイ 朝井　まかて　著 朝日新聞出版

星と龍 葉室　麟　著 朝日新聞出版

レームダックの村 神林　長平　著 朝日新聞出版

しらふで生きる　－大酒飲みの決断－ 町田　康　著 幻冬舎

アンチ整理術 森　博嗣　著 日本実業出版社

改良 遠野　遥　著 河出書房新社

かか 宇佐見　りん　著 河出書房新社

約束された移動 小川　洋子　著 河出書房新社

人面瘡探偵 中山　七里　著 小学館

グランドシャトー 高殿　円　著 文藝春秋

小さな場所 東山　彰良　著 文藝春秋

うたかた姫 原　宏一　著 祥伝社

まち 小野寺　史宜　著 祥伝社

私に似ていない彼女 加藤　千恵　著 ポプラ社

小林照子流ハッピーシニアメイク 小林　照子　著 河出書房新社

実践！公共施設マネジメント 小松　幸夫　著 学陽書房

丸鶏レシピ　－うまみを丸ごといただきます－ コウ　静子　著 誠文堂新光社

＊ 発芽玄米で不調を治す！ マガジンハウス

誰が科学を殺すのか　－科学技術立国「崩壊」の衝撃－ 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班　著 毎日新聞出版

親の健康を守る実家の片づけ方　－日本初の片づけヘルパーが教える－ 永井　美穂　著 大和書房

近代出版史探索 小田　光雄　著 論創社

＊ 枝元ほなみの今夜はおでん 枝元　ほなみ　著 技術評論社

超習慣術　－短期間で“よい習慣”が身につき、人生が思い通りになる！－ メンタリストDaiGo　著 ゴマブックス

GAFA時代の人生戦略 スコット・ギャロウェイ　著 東洋経済新報社

＊ 「お繕い」で服を育てる。　－ダメージは味方－ 堀内　春美　著 主婦の友社

大切な人を亡くしたあとのお金のこと手続きのこと 横川　由理　著 河出書房新社

ひとり起業の教科書　－ゼロから成功－ 藤原　恭子　著 WAVE出版

＊ おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理　 上島　亜紀　著 成美堂出版

ドラッカー理論で成功する「ひとり起業」の強化書 天田　幸宏　著 日本実業出版社

自分でパパッと書ける確定申告　令和２年３月１６日締切分 平井　義一　著 翔泳社

すごいぞ！はたらく知財　14歳からの知的財産入門 内田　朋子　著 晶文社

HUMAN LOST 人間失格　ノベライズ 冲方　丁　ストーリー原案 新潮社

スッキリ文章術　文法のおさらいでお悩み解消！ 時田　昌　著 ぱる出版

ゲームの仕事 セガゲームス　取材協力 ポプラ社

スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ　著 あすなろ書房

◆　小説 　◆

◆　実用書　◆

◆　ヤングアダルト　◆

※　文化センター図書室の新着は＊印です。



　《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

◆　児童書　　◆
幼児（児童文学・絵本）

リュックをしょって 村上　康成　作 絵本塾出版

ながーい５ふん　みじかい５ふん オリヴィエ・タレック　絵 光村教育図書

さいたさいたゆきのはな 鈴木　真実　作 講談社

コレットのにげたインコ イザベル・アルスノー　作 偕成社

しちふくじんのかみかみレストラン すがの　やすのり　絵 少年写真新聞社

ジムのおなかがなりました チャック・グルーンインク　絵 BL出版

おうさまのこどもたち 三浦　太郎　作 偕成社

アーサー王のひひひひひまご ケネス・クレーグル　作 瑞雲舎

おしょうがつバス 藤本　ともひこ　作・絵 鈴木出版

やすみのひ 小池　壮太　作 ブロンズ新社

こころのいと　－つながってるよ－ ジョアン・ルー・フリートフ　絵 岩崎書店

わたしのわごむはわたさない ヨシタケ　シンスケ　作・絵 PHP研究所

みーんなねちゃった？ オードレイ・プシエ　作 BL出版

父さんがかえる日まで モーリス・センダック　さく 偕成社

ししにゃいとおしょうがつ 澤野　秋文　さく 世界文化社

小学低学年　（児童文学・絵本）

まじょかもしれない？ 服部　千春　作 岩崎書店

＊ トムとジェリーをさがせ！いってみよう！日本一周のたび 宮内　哲也　絵 河出書房新社

かなしみがやってきたらきみは エヴァ・イーランド　作 ほるぷ出版

ハンカチともだち なかがわ　ちひろ　作 アリス館

絵本江戸のたび 太田　大輔　作 講談社

＊ トムとジェリーの世界遺産の迷路 しまだ　いさお　絵 河出書房新社

カラスてんぐのジェットくん 富安　陽子　作 理論社

小学中学年　（児童文学・絵本）

希望の図書館 リサ・クライン・ランサム　作 ポプラ社

＊ ６年１組黒魔女さんが通る！！０９黒魔女さんのハローウィーン★大パニック 石崎　洋司　作 講談社

金魚ははらぺこっ！！ H.M.ボウマン　作 文研出版

桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ　作 小学館

小学高学年　（児童文学）

アドリブ 佐藤　まどか　著 あすなろ書房

あした、また学校で 工藤　純子　著 講談社

この海を越えれば、わたしは ローレン・ウォーク　作 さ・え・ら書房

図書館からの冒険 岡田　淳　作 偕成社

明日をさがす旅　－故郷を追われた子どもたち－ アラン・グラッツ　作 福音館書店

よみもの以外（その他）

日本のスゴイ科学者　－２９人が教える発見のコツ－ 日本科学未来館　編著 朝日学生新聞社

どうなる？これからのお金図鑑 荻原　博子　監修 文溪堂

ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝　写真・文 ポプラ社

博学王　－１３　１/２のビックリ大図鑑－ DK社　編集 集英社

ねんどのパン屋さん　－メロンパン、クロワッサンほか－ 岡田　ひとみ　作 汐文社

《　タ イ ト ル　》 《　メ ー カ ー　》

◆　DVD　◆
万引き家族

日日是好日

シュガー・ラッシュ・オンライン

ポニーキャニオン

ハピネット

ウォルト・ディズニー・ジャパン



　　

　（としょかんしょくいん） 　（おはなしボランティアたんぽぽ）

  １月１１日（土）  １１時００分 から １１時００分 から

　文化センター　図書室 　本館　おはなしのへや

  幼児～   幼児～

「かぜビューン」 　ホワイトパネルシアター「十二支のおはなし」

「ふゆのおばけ」 他 他

＆

１月はおやすみさせていただきます。

＊あいとへいわ展イベント＊

　みんなで作って遊ぼう！ 「おてだまの会」
図書館ボランティア「きいろいつばさ」が、おてだま作りをお手伝いし、

　みんなでおてだま遊びを楽しみます。

【日　時】 １月２６日（日）　１３時３０分～１４時３０分

【会　場】 本館２階　視聴覚室

【対　象】 幼児・小学生　（市内市外問わず参加できます。）

※針を使用しますので、小さなお子様は親子でご参加ください。

【定　員】 １５組（先着順）

【申込み】 １２月２０日（金）９時から本館１階カウンターにて受付　

電話予約可　☎　９９２－２３４２

【持ち物】 糸きりばさみ　または　はさみ

グリム童話と遠藤周作資料展 〔本館１階　展示コーナー〕

展示期間：１月１８日（土）～２月８日（土）      ※２月９日（日）から貸し出し

１月から３月にかけて公共財団法人静岡県舞台芸術センター「SPAC（スパック）が上演する

　作品「グリム童話」と遠藤周作「エナム河の日本人」に関連して、鈴木図書館所蔵のグリム童話と

　遠藤周作の資料を展示します。

　この機会にぜひ手にとってご覧ください。

おはなしの会 おはなしの会

　絵　本

《会　場》

《対　象》

《日　時》

《内　容》

 １月１８日（土）《日　時》

《会　場》

《対　象》

《内　容》

親子おはなし広場 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。 


