
裾野市立  　 2020年3月号

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

展示テーマ

『今読んでもらいたい文豪特集』
　　　～文庫からマンガまで～

芥川龍之介や太宰治などに代表される作品や、ゲームやマンガで文豪たちを

モデル、テーマにした関連作品を展示します。

この機会に、ぜひ手にとってご覧ください。

【展示期間】　3月１日から3月21日まで　　　

　※貸出しは3月22日から開始します。

【  場　 所  】　本館1階　展示コーナー

《3月の行事予定》

11  日（水）

18  日（水）

5  日（木）   東西公民館　和室

6  日（金） 　東西公民館　和室

13  日（金） 　東西公民館　会議室3

14  日（土） 　東西公民館　実習室

8  日（日） 　東西公民館　会議室3

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、下記の行事を中止します。ご理解をお願いします。

【　　本　館　　】 親子おはなし広場、おはなし会、親子ふれあいデー

【文化センター】 おはなし会

　　《図書館開館日》
＜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 ９時～１９時

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、5、6、12、13、19、20、26日です。

13時30分～

3月

木・金　・・・

13時00分～

19時00分～

13時00分～

10時00分～

 古文書を読む会

 美術教室

 短歌会

図書館講座

 茶道教室Ⅱ

 茶道教室Ⅰ

図書館行事
 ファーストブック
 セカンドブック

　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

9時～12時

13時～16時

図書館HP
QRコード



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

最高の任務 乗代　雄介　著 講談社

山岳捜査 笹本　稜平　著 小学館

今日もお疲れさま　（パンとスープとネコ日和　〔５〕） 群　ようこ　著 角川春樹事務所

国道食堂　1st season 小路　幸也　著 徳間書店

てしごと　－おんな職人日乗－ あさの　あつこ　著 徳間書店

OJOGIWA 藤崎　翔　著 ポプラ社

思い出の修理工場 石井　朋彦　著 サンマーク出版

陰謀の島　（論創海外ミステリ　244） マイケル・イネス 論創社

マンハッタンの狙撃手　（ハヤカワ文庫　NV　1457） ロバート・ポビ　著 早川書房

インタビューズ 堂場　瞬一　著 河出書房新社

ママ 神津　凛子　著 講談社

卍どもえ 辻原　登　著 中央公論新社

騒がしい楽園 中山　七里　著 朝日新聞出版

タイガー理髪店心中 小暮　夕紀子　著 朝日新聞出版

金太郎飴　－磯崎憲一郎エッセイ・対談・評論・インタビュー2007－2019－ 磯崎　憲一郎　著 河出書房新社

奈落 古市　憲寿　著 新潮社

稚児桜　－能楽ものがたり－ 澤田　瞳子　著 淡交社

梅と水仙 植松　三十里　著 PHP研究所

大岡信『折々のうた』選　俳句2　（岩崎新書　新赤版1812） 大岡　信　著 岩波書店

茨木のり子　（別冊太陽）　－自分の感受性くらい－ 平凡社

本当にやりたかったことを、今すぐはじめよう！ 本田　健　著 サンマーク出版

これが最新！妊娠中の食事　（実用No.1）　－栄養たっぷり&赤ちゃんスクスク263レシピ－ 細川　モモ　監修 主婦の友社

かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク　－決定版－ 高橋　恵美子　著 西東社

ナンバーケーキ　－誕生日、記念日にぴったりな数字の形の特別なケーキ－ 加藤　里名　著 主婦と生活社

熱帯の森から　－森林研究フィールドノート－ 渡辺　弘之　著 あっぷる出版社

バズる1行　－お金を稼ぐキャッチコピーがスラスラ書けるようになる！－ 中山　マコト　著 総合法令出版

DIYで始める空き家ビジネススタートガイド　－全部自分でやれる！高収益を生み出す方法－ 山崎　幸雄　著 秀和システム

ヴォイストレーニング大全　－「声」を仕事にする人のための実践と知識の本－ 福島　英　著 リットーミュージック

＊ いくつになってもこのこといっしょ　－イヌじまい/ネコじまい－ 徳田　竜之介　監修 小学館クリエイティブ

日本と世界の時事キーワード　2020－2021年版　－日本と世界の今がズバリわかる！－ 時事問題リサーチ　編著 ナツメ社

パワーアップ吹奏楽！楽器のメンテナンス ヤマハアトリエ東京　監修 ヤマハミュージックエンターテインメント

こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群　－1万人の患者を診た名医が教える治療法－ 白濱　龍太郎　著 日東書院本社

テリーヌ&パテ　新装版　－とっておきの本格レシピが誰でも作れる－ ナガタ　ユイ　著 河出書房新社

池上彰と現代の名著を読む　－東工大・白熱読書教室－ 池上　彰　著 筑摩書房

西田幾多郎の哲学＝絶対無の場所とは何か　（講談社選書メチエ　717） 中村　昇　著 講談社

「発想力」と「想像力」を磨く東大アイデア 西岡　壱誠　著 マガジンハウス

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里　絵 パイインターナショナル

21世紀の啓蒙　上　下　－理性、科学、ヒューマニズム、進歩－ スティーブン・ピンカー　著 草思社

フィギュアスケート氷の上で感じた世界 小塚　崇彦　著 扶桑社

アニメーターの仕事がわかる本 西位　輝実　著 玄光社

つるぎのかなた　３ 渋谷　瑞也　著 KADOKAWA

5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル　編著 学研プラス

鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール 三羽　邦美　著 PHP研究所

◆　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）

いろいろいろんなからだのほん ロス・アスクィス　え 少年写真新聞社

チョコレート・ウォーズ エリス・ドラン　作 光村教育図書

いぬのサビシー タル・スワナキット　絵 光村教育図書

おにぎりをつくる 長野　陽一　写真 ブロンズ新社

ウォッシュバーンさんがいえからでない１３のりゆう 高畠　那生　絵 文溪堂

おいかけっこのひみつ　－しましまとたてがみ－ いとう　ひろし　作 ポプラ社

いっぴきぐらしのジュリアン ジョー・トッド‐スタントン　作 岩崎書店

ちらしずし はまの　ゆか　作 光村図書出版

じぶんではなをかめるかな 深見　春夫　さく・え 岩崎書店

ラブレターをもらったら ルーシー・ルース・カミンズ　絵 BL出版

ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ アンドレ・フランソワ　絵 ロクリン社

小学低学年　（児童文学・絵本）

ウサギのトリン　－きゅうしょく、おかわりできるかな－ 高畠　じゅん子　作 小峰書店

もぐらのほったふかい井戸 いもと　ようこ　絵 金の星社

目で見てかんじて　－世界がみえてくる絵本－ ロマナ・ロマニーシン　著 河出書房新社

なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ　著 光村図書出版

かえるの天神さん 斎藤　隆夫　絵 福音館書店

ちいさなタグボートのバラード イーゴリ・オレイニコフ　絵 東京外国語大学出版会

はじまりはたき火　－火とくらしてきたわたしたち－ 小林　マキ　絵 福音館書店

がっこうかっぱのおひっこし 山本　悦子　作 童心社

小学中学年　（児童文学・絵本）

レオナルド・ダ・ヴィンチの童話 レオナルド・ダ・ヴィンチ　著 小学館

ルキとユリーカのびっくり発明びより 如月　かずさ　作 講談社

宇宙のれきし　－はじめて読む‘太陽系’の本－ エイミー・ハズバンド　絵 絵本塾出版

世界中からたっくさん！ マーク・マーティン　作 偕成社

小学高学年　（児童文学）

もし地球に植物がなかったら？ きねふち　なつみ　作 あすなろ書房

ハロー、マイフレンズ 大矢　純子　作 朝日学生新聞社

県知事は小学生？ 濱野　京子　作 PHP研究所

ハロー、ここにいるよ エリン・エントラーダ・ケリー　作 評論社

雷のあとに 中山　聖子　作 文研出版

よみもの以外（その他）

たまごの図鑑 大木　邦彦　文・構成 あかね書房

地図で見る日本の地震 山川　徹　文 偕成社

「走る図書館」が生まれた日　－ミス・ティットコムとアメリカで最初の移動図書館車－ シャーリー・グレン　作 評論社

土木のずかん　－災害に備えるわざ－ 速水　洋志　共著 オーム社

校庭のかんさつ 林　将之　文・写真 ほるぷ出版

ウンコロジー入門 伊沢　正名　著 偕成社

国旗大図鑑　－デザインから世界が見える－ 苅安　望　監修 岩崎書店

《　タ イ ト ル　》 《　メ ー カ ー　》

◆　DVD　◆
火花

恐竜超世界　第1集　第2集

将棋実践ガイド　たった1日で強くなる！将棋最強の一手

東宝

NHKエンタープライズ

リオ



　図書館利用券の有効期限は5年です。

  有効期限が過ぎた方は、身分証明書のご提示をお願いします。

有効期限の更新は、利用者ご本人にお願いしています。但し、乳幼児～小学生は保護者の方でも更新できま

す。 

また、来館が困難な方で利用者本人の同意がある方は、代理の方の身分証明書とご本人の身分証明書が

あれば更新できます。　※身分証明書…マイナンバーカード、運転免許証、保険証、学生証など

   　 　住所や電話番号が変更になった方は、お申出ください。

  　  特に、本や視聴覚資料の予約をされている方は、お早めにお願いします。

  　　また、遠方に引越しされるなど、今後、図書館をご利用にならない方は、図書館利用券および借りた本や   

    　視聴覚資料の返却についても忘れずにお願いします。

 大型絵本・大型紙芝居・パネルシアターの貸し出しをしています

　 図書館では、おはなし会・集会行事等で使用することを目的とし、それらを行う団体利用者のための

 資料として大型絵本、大型紙芝居、パネルシアターの貸出を行っています。

 【貸出対象】 裾野市内及び広域利用市町の団体　※個人貸出不可

(広域市町：沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山町)

 【貸出点数】 1団体3点まで

 【貸出期間】 実演日を含めた10日以内（休館日を除く）　※貸出期間の延長不可

 【貸出場所】 本館（文化センター図書室での貸出はできません）

 【貸出受付】 図書館カウンターにて申請書に記入してください。

 【予約受付】 使用日の1ヶ月前にあたる月の初日から図書館本館にて受付できます。

電話での予約はできますが、「仮予約」扱いとなりますので、

後日来館して申請書に記入してください。

 【問 合 せ】 本館　☎９９２－２３４２

←大型絵本

通常絵本→

１月の


