
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

　鈴木図書館チャレンジ広場

　　科学あそび教室

身近にあるものを使って、科学あそびを体験してみませんか
今回はどんな形でも回るコマをつくります。

　日　時　　2月29日（土）　13：30～15：30

　講　師　　科学あそび“ミュウ”のみなさん

　会　場　　東西公民館会議室　（本館３階）

　対　象　　小学生（保護者の参加も可）

　定　員　　先着15組（最大35名）　　※定員になり次第、締め切ります。

　持ち物　　はさみ、セロテープ、鉛筆、消しゴム、色鉛筆またはカラーサインペン、

　　　　　　定規（15～20㎝程度のもの）

　申込み　　2月8日（土）9時より本館にて開始　※電話申込み可

　問合せ　　鈴木図書館本館　☎９９２－２３４２

《2月の行事予定》
1  日（土）   本館　1階　おはなしのへや

4   本館　2階　視聴覚室

8   文化センター　図書室

18  日（火）   文化センター　図書室

19  日（水）

26  日（水）

12  日 (水) 　本館　2階 視聴覚室

20  日（木） 　本館　2階 視聴覚室

28  日（金） 　本館　2階 視聴覚室

15   14時～ 　本館　2階 視聴覚室

29 　東西公民館　会議室1.2

　本館　2階 展示室

6  日（木）   東西公民館　和室

7  日（金） 　東西公民館　和室

2  日（日） 　東西公民館　会議室3

7  日（金） 　東西公民館　会議室3

8  日（土） 　東西公民館　実習室

9  日（日） 　東西公民館　会議室3

《図書館開館日》
＜開館時間＞

日 月 火 水 木 金 土 　 ○本　　館

1 　 ○文化センター図書室

2 3 4 5 6 7 8 通 常　・・・９時～１７時

9 10 11 12 13 14 15 ９時～１９時

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 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、6、7、13、14、20、21、28日です。 ※27日は館内整理日のため利用できません。

 ファーストブック
 セカンドブック

 親子ふれあいデー

冬のビブリオトーク

第５１回書き初め展

 茶道教室Ⅰ

木・金　・・・

13時00分～

19時00分～

13時00分～

13時00分～

10時00分～

10時～17時

2　月

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

親子チャレンジ広場
　科学あそび教室

日（土）

日（土）
  13時30分～
         15時30分

　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2月号

10時～17時

10時30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～

親子おはなし広場 日（火）

親子おはなしの会

日（土）

10時30分～

11時00分～

図書館HP 
 QRコード 



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

毒牙　－義昭と光秀－ 吉川　永青　著 KADOKAWA

老警 古野　まほろ　著 KADOKAWA

勿忘草の咲く町で　－安曇野診療記－ 夏川　草介　著 KADOKAWA

最後の楽園　－服部まゆみ全短編集－ 服部　まゆみ　著 河出書房新社

世界が僕らを嫌っても 片山　恭一　著 河出書房新社

ミッドナイツ　－《狂騒の八〇年代》作品集成－ 山口　雅也　著 講談社

着物憑き 加門　七海　著 集英社

チンギス紀　６　断金 北方　謙三　著 集英社

桃源 黒川　博行　著 集英社

後家殺し 山本　一力　著 小学館

あたしたち、海へ 井上　荒野　著 新潮社

別れの季節　（お鳥見女房　〔８〕） 諸田　玲子　著 新潮社

我は景祐 熊谷　達也　著 新潮社

魔法使いと最後の事件 東川　篤哉　著 文藝春秋

わが殿　上　下 畠中　恵　著 文藝春秋

信長、天を堕とす 木下　昌輝　著 幻冬舎

信長、天が誅する 天野　純希　著 幻冬舎

椅子に座ってできるシニアの１，２分間筋トレ×脳トレ体操５１ 斎藤　道雄　著 黎明書房

有名歯科医が教える！わが子を美男＆美女にする歯とあごの育て方 黒瀬　基尋　著 ブックマン社

はじめての西洋絵画　マンガで教養　－一生モノの基礎知識－ 川瀬　佑介　著 朝日新聞出版

＊ おにぎりの本　－一般社団法人おにぎり協会公認－ おにぎり協会 辰巳出版

こういう写真てどう撮るの？　上達やくそくBOOK　－漫画だからスラスラ読める－ 森下　えみこ　著 インプレス

永遠に刻みたいイチロー２６２のメッセージ　－Ichiro's message ２０１３－２０１９－ イチロー　著 ぴあ

週末、死にたくなるあなたへ。 蝶々　著 双葉社

オリジン・ストーリー　－１３８億年全史－ デイヴィッド・クリスチャン　著 筑摩書房

＊ 花と暮らす　－季節の花を日常にシンプルに生ける－ 平井　かずみ　著 NHK出版

マネジメント４．０　－働き方改革＆IoT時代の日本型マネジメント－ 内山　力　著 同友館

魚屋三代目の魚のおろし方と料理　－日本一わかりやすい！６２種の魚のおろし方！－ 魚屋三代目　著 枻出版社

＊ スロトレ＋　－目指せ！２か月で３歳若返り－ 比嘉　一雄　著 NHK出版

イオンを創った女の仕事学校　－小嶋千鶴子の教え－ 東海　友和　著 プレジデント社

高齢ドライバーに運転をやめさせる２２の方法 川畑　信也　著 小学館

写真解説でわかるユニット折り紙 色水　風介　著 ブティック社

１００歳まで読書　－「死ぬまで本を読む」知的生活のヒント－ 轡田　隆史　著 三笠書房

職場の人間関係は自己肯定感が９割 工藤　紀子　著 フォレスト出版

5分でわかれ！印象派 須谷　明　著 KADOKAWA

東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社　編 講談社

魔術士オーフェンアンソロジー 秋田　禎信　原作 TOﾌﾞｯｸｽ

新フォーチュン・クエスト　2－10　ここはまだ旅の途中　上 深沢　美潮　著 KADOKAWA

いのちを救う災害時医療 森村　尚登　著 河出書房新社

◆　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）

せかいのくにでおめでとう！ 野村　たかあき　作・絵 講談社

なんと！ようひんてん 石川　基子　作 講談社

たまたまたまご 北村　裕花　絵 文研出版

キキとジャックス　－なかよしがずっとつづくかたづけのまほう－ サリナ・ユーン　えとぶん 文響社

イヌと友だちのバイオリン デイビッド・リッチフィールド　作 ポプラ社

おれ、よびだしになる 石川　えりこ　絵 アリス館

１０にんのせんにん 佐々木　マキ　作 フレーベル館

こんなもんくえニャイ！ クリストファー・サイラス・ニール　作 光村教育図書

みずたまり ロジャー・デュボアザン　え 好学社

パンダしりとりコアラしりとり　－つぎつぎつながる－ 高畠　純　え ポプラ社

あなたがおおきくなるひまで ナオコ・ストゥープ　え 岩崎書店

ちび竜 あべ　弘士　絵 童心社

おやすみ、ミユキ セング・ソウン・ラタナヴァン　え 岩崎書店

おとうさんのこわいはなし かとう　まふみ　作・絵 岩崎書店

うさぎのみみしばり バーサンスレン・ボロルマー　絵 鈴木出版

マラソンじいさん 福田　岩緒　絵 鈴木出版

おおきなおおきな木みたいに ブリッタ・テッケントラップ　作・絵 ひさかたチャイルド

ふゆのはなさいた 吉田　尚令　絵 アリス館

えらぶえほん ニック・シャラット　絵 講談社

すき 羽尻　利門　え 少年写真新聞社

小学低学年　（児童文学・絵本）

うるさく,しずかに,ひそひそと　－音がきこえてくる絵本－ ロマナ・ロマニーシン　著 河出書房新社

やまねこのこんにちは はせがわ　さとみ　作 あかね書房

ひとりぼっちのモンスター サラ・オギルヴィー　え フレーベル館

ねこと王さま ニック・シャラット　作・絵 徳間書店

きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード　ぶん 大日本図書

小学中学年　（児童文学・絵本）

湊町の寅吉 藤村　沙希　作 学研プラス

＊ かいけつゾロリスターたんじょう 原　ゆたか　さく・え ポプラ社

魔法のたいこと金の針 茂市　久美子　作 あかね書房

小学高学年　（児童文学）

ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー　著 偕成社

ぼくの帰る場所 S.E.デュラント　作 鈴木出版

うちの弟、どうしたらいい？ エリナ―・クライマー　作 岩波書店

ネバームーア　－モリガン・クロウの挑戦－ ジェシカ・タウンゼント　著 早川書房

オリバー・ツイスト　上　下 チャールズ・ディケンズ　作 偕成社

よみもの以外（その他）

食虫植物のわな　－虫を食べるふしぎな植物のおはなし－ 木谷　美咲　文 偕成社

見てびっくり肉食と草食の動物学　－ゲッチョ先生の動物コレクション－ 盛口　満　文・絵 少年写真新聞社

《　タ イ ト ル　》 《　メ ー カ ー　》

◆　DVD　◆
泣くな赤鬼

KINGDOM　　～キングダム～

こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話

おしりたんてい　➃、➄ 日本コロンビア

ハピネット

ソニーピクチーズエンタテイメント

松竹



【 日 時 】 3月22日（土）13：30～15：00　　※おはなし会は1時間程度になります

【 会 場 】 東西公民館会議室　（本館３階）

【 対 象 】 小さなお子さまからどなたでも

【 定 員 】 ４０名

【持ち物】 筆記用具

【申込み】 2月22日（土）9：00～ 本館にて受付します　（電話申込み可）
【問合せ】 鈴木図書館本館　☎992－2342

テーマ：「冬におすすめの小説」
　　　　　　お茶を飲みながら気軽に本を紹介しあうイベントです

日　時　   2月15日（土）14：00～

会　場　　本館2階  視聴覚室

対　象　　中学生以上の方

定　員     5名程度

持ち物    冬の読書におすすめの小説本1冊

申込み    事前申し込みはありません。当日会場にお越しください。

問合せ    鈴木図書館　本館　☎９９２－２３４２

　　

　（としょかんしょくいん）

  2月１日（土）  １１時００分 から 　2月4日（火） １0時３０分 から

　本館　おはなしのへや 　本館　2階　視聴覚室

  幼児～   乳幼児～

　絵本　「うちゅうじんは　いない！？」 　絵本　「ねずみくんとゆきだるま」

　　　　　「すりすりももんちゃん」

他 　工作　「レジ袋のたこ」 他

（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）

  2月8日（土）  １１時００分 から   2月18日（火）１0時３０分 から

　文化センター　図書室 　文化センター　図書室

  幼児～   幼児～

　絵本　「かみさまからのおくりもの」 　きせつのえほん　と　

　　　「おしりだよ」 　てあそび

他 他

《対　象》 《対　象》

《内　容》 《内　容》

　　おはなしの会 親子おはなしの会

《日　時》 《日　時》

《会　場》 《会　場》

《会　場》 《会　場》

《対　象》 《対　象》

《内　容》 《内　容》

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

《日　時》 《日　時》

※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。 


