
裾野市立  　 2020年5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

　毎年、4月23日から5月12日は、「こどもの読書週間」です。今年の標語は『出会えたね。とびっきりの1冊に。』です。

こどもたちに、よい本に親しむことをすすめ、読書の楽しみや喜びを知り正しい読書の習慣を身につけてもらうことを目的としています。

家庭で本を読んであげる、こどもが本を読むのを聞いてあげる、大人が読書をする姿を見せる、この3点が家庭における読書環境に

重要となってきます。

自宅で過ごすことが多くなっている今、たくさんの本を読んで楽しんでもらおうと様々な児童書の展示を行っています。

この機会にぜひ手に取ってご家族で読書をお楽しみください！！

～新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う図書館の利用について～
　鈴木図書館及び市民文化センター図書室では、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）に関し、消毒薬の設置やこまめな換気を行う 

ことで感染拡大防止に努めていますが、感染拡大に改善が見られないことから、5月7日(木)まで臨時休館しています。

また、5月8日(金)以降は下記の通り一部サービスを制限して開館します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【利用を制限するサービス】

・長時間の滞在はご遠慮ください。

・学習閲覧室、2階閲覧席、児童閲覧席、館内の視聴覚ブース（DVD等の視聴）、インターネット閲覧コーナー、2階飲食休憩スペースは

　ご利用できません。

・感染防止対策のため座席数を減らしています。

【期間中の読書推進のとりくみ】

・どなたでもご利用いただけます。

・本や雑誌の貸出冊数の上限を通常10冊を20冊とし、貸出期間を通常2週間を3週間とします。

・CDやDVDの貸出点数の上限を2点を3点とし、貸出期間を通常1週間を2週間とします。

【その他】

・開館中もブックポストを開けていますので、返却のみの方はブックポストをご利用ください。

　（他館の資料はカウンターにお持ちください。）

・資料の貸出、返却以外でご来館された方は、来館者用記入用紙のご記入をお願いしています。

【ご来館時の注意】

・咳、発熱等の風邪症状のある方、体調の悪い方はご来館をご遠慮ください。

・ご利用の皆様には、ご来館いただく際、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いいたします。

・その他、各自での感染予防にご協力ください。

※今後の状況に応じて、臨時休館の期間の延長および変更を行う場合があります。詳しくは裾野市または、図書館ウェブサイトをご覧ください。

＊下記の5月の行事開催は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止となりました。

【　 本　　館 　】　　　　親子おはなし広場、おはなしの会、親子おはなしの会、親子ふれあいデー、春の特別映画会、図書館講座

【文化センター】 おはなしの会

　　《図書館開館日》

＜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 通 常　・・・ 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

31

木・金　・・・

5月

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止および延期になる場合があります。
　　　　　図書館公式ウェブサイトでも公開します。(右下のQRコードからアクセスしてください。）

図書館ウェブサイト
QRコード

【展示テーマ】

『お家で楽しもう！春の児童書展』
【展示場所】

本館1階 展示コーナー
【展示期間】

5月8日(金)から5月31日(日)まで ※随時貸出可



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

ピエタとトランジ　－完全版－ 藤野　可織　著 講談社

十字架のカルテ　－THE　PSYCHIATRIST－ 知念　実希人　著 小学館

小鳥、来る 山下　澄人　著 中央公論新社

惚れるマナー 大下　一真　著 中央公論新社

よその島 井上　荒野　著 中央公論新社

流人道中記　上　下 浅田　次郎　著 中央公論新社

夜明けのM 林　真理子　著 文藝春秋

夜がどれほど暗くても 中山　七里　著 角川春樹事務所

礼儀正しい空き巣の死 樋口　有介　著 祥伝社

世界文学アンソロジー　－いまからはじめる－ 秋草　俊一郎　編 三省堂

みどり町の怪人 彩坂　美月　著 光文社

漣の王国 岩下　悠子　著 東京創元社

慟哭は聴こえない　－デフ・ヴォイス－ 丸山　正樹　著 東京創元社

黒い豚の毛、白い豚の毛　－自選短篇集－ 閻　連科　著 河出書房新社

フレドリック・ブラウンSF短編全集　１　星ねずみ フレドリック・ブラウン　著 東京創元社

流浪の月 凪良　ゆう　著 東京創元社

七度笑えば、恋の味 古矢永　塔子　著 小学館

レイトショー　上　下 マイクル・コナリー　著 講談社

レモンサワーの教科書　－進化が止まらない、サワーカルチャーのすべて－ 枻出版社

謎を呼ぶ大建築 ナショナルジオグラフィック　編 日経ナショナルジオグラフィック社

羽毛恐竜と巨大昆虫　－スーパービジュアル再現－ マリー・ステルブ　著 日経ナショナルジオグラフィック社

世界一の動物写真 ロザムンド・キッドマン・コックス　著・編 日経ナショナルジオグラフィック社

土の中の美しい生き物たち　－超拡大写真でみる不思議な生態－ 萩原　康夫　編・著 朝倉書店

第一印象の科学　－なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか？－ アレクサンダー・トドロフ　著 みすず書房

７つの人類化石の物語　－古人類界のスターが生まれるまで－ リディア・パイン　著 白揚社

あれもこれも地理学　－文化・社会・経済を地理学で読み解く－ 富田　啓介　著 ベレ出版

私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J．キング　著 緑書房

野菜はくすり　－老けない、寝込まない、太らない－ 村田　裕子　監修 オレンジページ

ハンセン病療養所と自治の歴史 松岡　弘之　著 みすず書房

低身長のためのファッションルール　－ひと手間で“いつもの服”があか抜ける－ 田中　亜希子　著 宝島社

まんがで読むはじめての保護猫 猫びより編集部　編 日東書院本社

かごと器の技法がわかる竹細工編み方のポイント 田中　瑞波　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

1冊まるごと、松之丞改め六代目神田伯山 ペンブックス編集部　編 CCCメディアハウス

リアルな英語の9割はアカデミー賞映画で学べる！　－あの名セリフ、名場面の英語解説－ 南谷　三世　著 池田書店

QRコードの奇跡　－モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ－ 小川　進　著 東洋経済新報社

子どもも喜ぶ10分出汁ごはん　－味覚とすこやかな体を育てる－ 伏木　暢顕　著 小学館

みんなの園芸店　－春夏秋冬を楽しむ庭づくり－ 大野　八生　著 福音館書店

＊ 自炊のトリセツ　－おいしいごはんの法則－ 小田　真規子　著 池田書店

＊ 疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベ　マキ　著 家の光協会

＊ 発酵あんこのおやつ　－砂糖不使用。麹と豆、炊飯器だけでできる！－ 木村　幸子　著 WAVE出版

＊ 50歳からのからだ整え2品献立 藤井　恵　著 主婦と生活社

＊ きちんと身につく着かたの教科書　－3日で着られる、前で結ぶ－ 木下着物研究所　著 日本文芸社

怪盗レッドTHE　FIRST 秋木　真　著 KADOKAWA

サンドウィッチマンの東北魂 サンドウィッチマン　著 ニッポン放送

14歳からの読解力教室 犬塚　美輪　著 笠間書院

すみっコぐらしの英会話 サンエックス　監修 リベラル社

東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本　博文　監修 二見書房

博多豚骨ラーメンズ　９ 木崎　ちあき　著 KADOKAWA

◆　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）

はじめくんがっこうへいく やまにし　ゲンイチ　え ナツメ社

ノブーナガ 丸山　誠司　作 絵本館

こんなおおきなかず、みたことある？ イザベル・グリーンバーグ　絵 偕成社

みならいうさぎのイースターエッグ エイドリアン・アダムズ　作・絵 徳間書店

フランクリンとルナ、本のなかへ ケイティ・ハーネット　え BL出版

とりあえずありがとう 五味　太郎　作 絵本館

たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま　ただし　作・絵 鈴木出版

ねえねえあのね しもかわら　ゆみ　作 講談社

まひるのけっとう マヌエル・マルソル　作 光村教育図書

＊ うんめぇめぇし　－のはらのごはん－ おくはら　ゆめ　さく ほるぷ出版

＊ あのほん ひぐち　みちこ　作 こぐま社

＊ こもれび 岡田　千晶　絵 光村教育図書

＊ ちいさなしまのだいもんだい ロバート・スターリング　絵 光村教育図書

小学低学年　（児童文学・絵本）

ごんべえだぬき 川端　誠　作・絵 KADOKAWA

いたずらのすきなけんちくか はた　こうしろう　絵 小学館

しらゆきちりか　ちっちゃいな 薫　くみこ　作 PHP研究所

わたしたちの家が火事です　－地球を救おうとよびかけるグレタ・トゥーンベリ－ ジャネット・ウィンター　文・絵 鈴木出版

春がきたよ、ムーミントロール トーベ・ヤンソン　原作・絵 徳間書店

ちょきんばこのたびやすみ 村上　しいこ　さく PHP研究所

ゆるびーくんゆうえんちにいく 斉藤　洋　さく ほるぷ出版

うちのネコがきらいです　－あるあいのものがたり－ アンナ・ピロッリ　絵 評論社

＊ いちご 荒井　真紀　さく 小学館

小学中学年　（児童文学・絵本）

トラブル旅行社（トラベル）　－砂漠のフルーツ狩りツアー－ 廣嶋　玲子　文 金の星社

グレタとよくばりきょじん　－たったひとりで立ちあがった女の子－ ゾーイ・パーシコ　絵 フレーベル館

帰り道 羽尻　利門　絵 新日本出版社

人間のれきし　－はじめて読む‘人類’の本－ エイミー・ハズバンド　絵 絵本塾出版

小学高学年　（児童文学）

エミリーとはてしない国 ケイト・ソーンダズ　作 ポプラ社

アリババの猫がきいている 新藤　悦子　作 ポプラ社

いろどり屋 廣嶋　玲子　作 静山社

オオカミの時間　－今そこにある不思議集－ 三田村　信行　著 理論社

よみもの以外（その他）

くさい！　－だれでもなんでも、においパワーがばくはつだ！－ クライヴ・ギフォード　著 河出書房新社

春をさがして　－カヌーの旅－ 大竹　英洋　文・写真 福音館書店

ぜんぶわかる！ジャガイモ 安田　守　著 ポプラ社

イチからつくるえんぴつ 杉谷　龍一　編 農山漁村文化協会

＊ マジック大図鑑 DK社　編著 新星出版社

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
カンフーリーグ

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

九月の変と出会うまで バップ

スーパー戦隊　最強バトル！！

TCエンタテイメント

ソニー・ピクチャーズ　エンタテイメント

東映

《　メ ー カ ー　》



　5月のファーストブック、セカンドブックは、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、絵本の読み聞かせは

行なわず、絵本とブックリスト、バックのプレゼントのみとさせていただきます。

尚、下記の対象の方には、5月中に通知ハガキをお送りします。

ハガキが届きましたら、図書館までご来館ください。

🌺 ファーストブック：令和元年11月生まれ

🌺 セカンドブック：平成30年5月生まれ

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止および変更になる場合があります。

一般書

蜜蜂と遠雷 そして、バトンは渡された

恩田　陸　著/幻冬舎 瀬尾　まいこ　著/文藝春秋

かがみの孤城 希望の糸

辻村　深月　著/ポプラ社 東野　圭吾　　著/講談社

「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら二度と散らからない部屋に 落日

なぎまゆ　著/KADOKAWA 湊　かなえ　著/角川春樹事務所

児童書

かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ おしりたんてい　カレーなるじけん

原　ゆたか　さく・え/ポプラ社 トロル　さく・え/ポプラ社

かいけつゾロリのじごくりょこう おしりたんてい　ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？

原　ゆたか　さく・え/ポプラ社 トロル　さく・え/ポプラ社

おしりたんてい　ふめつのせっとうだん おしりたんてい　かいとうとねらわれたはなよめ

トロル　さく・え/ポプラ社 トロル　さく・え/ポプラ社

ヤング

声優に死す 白銀(しろがね)の墟（おか）玄（くろ）の月　１

関　智一　著/KADOKAWA 小野　不由美　著/新潮社

ミュージシャンになろう！ 白銀(しろがね)の墟（おか）玄（くろ）の月　2

加茂　啓太郎　著/青弓社 小野　不由美　著/新潮社

「攻略本」を駆使する最強の魔法使い　［１］ 風の海迷宮の岸　上

福山　松江　著/SBクリエイティブ 小野　不由美　著/新潮社

視聴覚

ティンカー・ベルと妖精の家 ボヘミアン・ラプソディ

ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 20世紀フォックス

君の名は 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。

東宝 ハピネット

うちの３姉妹 モアナと伝説の海

東映アニメーション ウォルト・ディズニー・ジャパン

貸出ランキング 予約ランキング

予約ランキング貸出ランキング

貸出ランキング 予約ランキング

貸出ランキング 予約ランキング

１月の

ファーストブック・セカンドブック


