
裾野市立  2020年7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

図書館の資料は市民のみなさまの貴重な財産ですので大切に取り扱いましょう。

図書館の資料を紛失してしまったり、汚したり破いてしまった時は、職員にお申し出ください。

※修理が不可能な破損や、資料の状態により弁償していただく場合があります。

※図書館のDVDの弁償は、著作権許諾を得た商品となるため、市販の商品より高額になります。

≪　図　書　≫

✦図書を傷める原因になりますので、付箋等は貼らないでください。

✦図書の修理には専用の道具を使用します。

（セロテープ等の補修はかえって図書を傷める原因になりますので、自分で修理せずにそのままの状態で、お持ちください。）

≪　CD ・DVD　≫

✦傷が付くと再生できなくなりますので、取り扱いにお気を付けください。

✦車内など高温多湿になる場所や、直射日光が当たる場所に長時間置かないようにしてください。

✦CD・DVDの利用時における再生機器の故障については、図書館では責任を負いかねます。

　現在，中止している【おはなし会】の代わりに、毎月、  　  7月のファーストブック、セカンドブックは、新型コロナ

図書館で読み聞かせしている、おはなしボランティア   ウイルス感染症拡大防止の為、絵本の読み聞かせは

「たんぽぽ」のメンバーが選択した、この夏に読んで   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

ほしい絵本を2冊セットにしてメッセージとともに展示し   させていただきます。

貸出します。      尚、下記の対象の方には、7月中に通知ハガキを

この機会に、おうちで絵本の世界を、お楽しみください。   お送りします。

🌺　展示場所：本館1階　展示コーナー   ハガキが届きましたら、図書館までご来館ください。

🌺　展示期間：7月1日（木）～8月30日（日）※随時貸出可

🌺 ファーストブック：令和2年1月生まれ

🌺 セカンドブック：平成30年7月生まれ

　〔おはなしボランティア「たんぽぽ」のみなさん〕

≪下記の7月の行事開催は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となりました。≫

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

【文化センター】　　　おはなしの会

☆8月の開催を調整中の行事

「なつやすみ　こども一日図書館員」、「親子おりがみ教室」

　　《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 木・金　・・・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

7月
図書館ウェブサイト

QRコード

みなさん、

よんでみてね！

ファーストブック・セカンドブック
【展示テーマ】 この夏、おすすめ

『サマーブックセット！』



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

カインの傲慢 中山　七里　著 KADOKAWA

語らいサンドイッチ 谷　瑞恵　著 KADOKAWA

食っちゃ寝て書いて 小野寺　史宜　著 KADOKAWA

ほたる茶屋　－千成屋お吟－ 藤原　緋沙子　著 KADOKAWA

じんかん 今村　翔吾　著 講談社

ダブル・トライ 堂場　瞬一　著 講談社

ヒソップ亭　－湯けむり食事処－ 秋川　滝美　著 講談社

水を縫う 寺地　はるな　著 集英社

愉快な青春が最高の復讐！ 奥田　亜希子　著 集英社

組曲わすれこうじ 黒田　夏子　著 新潮社

新任警視 古野　まほろ　著 新潮社

いのちの停車場 南　杏子　著 幻冬舎

Tｈｅ　Ｙｏｕｎｇ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　－女の子、どう生きる？－ 山内　マリコ　著 光文社

銀色の国 逸木　裕　著 東京創元社

たかが殺人じゃないか　－昭和24年の推理小説－ 辻　真先　著 東京創元社

義理と人情の経済学 山村　英司　著 東洋経済新報社

自分の機嫌は「家事」でとる　－炊事/掃除/洗濯/片づけ/お手入れ家事好き６人の心がけとアイディア— 主婦の友社　編 主婦の友社

カレンの台所 滝沢　カレン　文・料理 サンクチュアリ出版

1日１ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５ デイヴィッド・S．キダー 著 文響社

コロナショック・サバイバル　－日本経済復興計画－ 冨山　和彦　著 文藝春秋

痛みと不調を自分で治す人体力学　－「姿勢の力」で強いからだを取り戻す！－ 井本　邦昭　著 学研プラス

新型コロナウイルス　－脅威を制する正しい知識－ 水谷　哲也　著 東京化学同人

わたしのトートバック　－好きな布、ほしいサイズ、シーンに合わせて使える－ かわい　きみ子　著 家の光協会

親孝行レシピ　－誰でもできる作りおき－ 館野　鏡子　料理 学研プラス

人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか　－女二人の手紙のやりとり－ 佐藤　愛子　著 小学館

＊ 体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒２００ 福光　佳奈子　著 秀和システム

＊ たれソース７００　－毎日新しいおいしさが見つかる！－ 武蔵　裕子　著 永岡書店

＊ 痛みとコリをすっと消す、自分でできる整体 マガジンハウス

＊ 着心地かろやか手縫いのおとな服 NHK出版

＊ ナチュラルおせんたく大全　－石けんの力ですっきり白くにおいがなくなる－ 本橋　ひろえ　著 主婦の友社

天藍国の空読み師　異世界で天気予報はじめます。 こでまり　著 KADOKAWA

人物でよみとく物理 田中　幸　著 朝日学生新聞社

10代のための資格・検定 大泉書店編集部　編 大泉書店

5分後に呪われるラスト エブリスタ　編 河出書房新社

美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館　著 河出書房新社

保健室経由、かねやま本館。 松素　めぐり　著 講談社

◆　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）

もりのかばんやさん ふくざわ　ゆみこ　作・絵 学研プラス

せんとてん ヴェロニク・コーシー　著 かんき出版

あかちゃんとわらべうたであそびましょ！ さいとう　しのぶ　構成・絵 のら書店

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん ＡＧ．フォード　絵 ひさ かたチャ イ ルド ひさかたチャイルド

はなびらがとんできた つちだ　よしはる　絵 鈴木出版

はらっぱららら 鈴木　智子　作 アリス館

あかずきん　－グリム童話－ 堀内　誠一　え 福音館書店

とのさまぶたまん 長野　ヒデ子　作・絵 あすなろ書房

クラクフのりゅう　－ポーランドの昔話－ アンヴィル奈宝子　文・絵 偕成社

おんどりあるくよ リチャード・スキャリー　さく 好学社

えほんなぞなぞうた あべ　弘士　絵 童話屋

ムカムカドッカーン！ ミレイユ・ダランセ　作 パイインターナショナル

小学低学年　（児童文学・絵本）

ひとりだちするきたきつねのこども 手島　圭三郎　絵・文 絵本塾出版

レッツはおなか ひこ・田中　さく 講談社

さがす 長倉　洋海　著 アリス館

教室の日曜日　－パンツをはいた宇宙人－ 村上　しいこ　作 講談社

小学中学年　（児童文学・絵本）

父さんが帰らない町で キース・グレイ　作 徳間書店

ごきげんな毎日 いとう　みく　作 文研出版

知れば知るほどお相撲ことば　－こどもたちと楽しむ－ 『おすもうさん』編集部　編・著 ベースボール・マガジン社

ぼくたちの緑の星 小手鞠　るい　作 童心社

名探偵カッレ　地主館の罠 アストリッド・リンドグレーン　作 岩波書店

まちがいなく名探偵 杉山　亮　作 偕成社

小学高学年　（児童文学）

わたしの本　図書館版　－まぼろしの怪談－ 緑川　聖司　作 ポプラ社

本能寺の敵　－キリサク手裏剣－ 加部　鈴子　作 くもん出版

囚われのアマル アイシャ・サイード　作 さ・え・ら書房

灰色の本　図書館版　－よみがえる怪談－ 緑川　聖司　作 ポプラ社

雨女とホームラン 吉野　万理子　作 静山社

ネバーウェディングストーリー ひこ・田中　作 福音館書店

ダヤン、奇妙な夢をみる 池田　あきこ　著 ほるぷ出版

よみもの以外（その他）

自然災害から人々を守る活動　１　地震災害 片田　敏孝　監修 廣済堂あかつき

知ろう！減らそう！食品ロス　１　食品ロスってなんだろう？ 小林　富雄　監修 小峰書店

料理はすごい！　－シェフが先生！小学生から使える、子どものためのはじめての料理本－ 柴田書店　編 柴田書店

花を楽しむ野菜図鑑　－タネまきから収穫まで－ 岩槻　秀明　著 いかだ社

コンパスが南をさすとき　－地球のＮ極とＳ極が引っくり返るなぞに挑む－ 陰山　聡　著 くもん出版

土木のずかん　－暮らしを支えるわざ－ 稲垣　正晴　共著 オーム社



 〚静岡県夏休み読書感想画コンクール指定図書〗　　　　　　　　　〖青少年読書感想文全国コンクール課題図書〗

〔低学年〕 〔低学年〕

『きょうりゅうのサンいまぼくはここにいる』 『山のちょうじょう木のてっぺん』

（アリス館） （新日本出版社）

『ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん』 『おれ、よびだしになる』

（新日本出版社） （アリス館）

『ないしょのオリンピック』 『タヌキのきょうしつ』

（ほるぷ出版） （あかね書房）

『カラスてんぐのジェットくん』 『ながーい５ふん　みじかい５ふん』

（理論社） （光村教育図書）

『ツッキーとカーコのけんか』

（構成出版社） 〔中学年〕

『青いあいつがやってきた！？』

〔中学年〕 （文研出版）

『マグナス・マクシマス、なんでもはかります』 『ねこと王様』

（光村教育図書） （徳間書店）

『コクルおばあさんとねこ』 『ポリぶくろ、１まい、すてた』

（徳間書店） （さ・え・ら書房）

『これなんなん？』 『北極と南極の「へぇ～」

（くもん出版） くらべてわかる地球のこと』

『みずとはなんじゃ』 （学研プラス）

（小峰書店）

〔高学年〕

〔高学年〕 『ヒロシマ消えたかぞく』

『ぼくと賢おじさんと山の学校』 （ポプラ社）

（国土社） 『月と珊瑚』

『占い屋敷と消えた夢ノート』 （講談社）

（金の星社） 『飛ぶための百歩』

『ジュマンジ』 （岩崎書店）

（あすなろ書房） 『風を切って走りたい！』

（金の星社）

★〔中学校〕 ★〔高等学校〕

『天使のにもつ』 『廉太郎のおと』

　（童心社） （中央公論新社）

『11番目の取引』 『フラミンゴボーイ』

　（鈴木出版） 　 （小学館）

『平和のバトン』 『キャパとゲルダ』

　 （くもん出版） （あすなろ書房）

★中学校、高等学校の図書は本館のみ貸出です。

１月の

【展示場所】 本館1階展示コーナー、文化センター図書室

【展示期間】 7月1日（水）～8月30日（日） ※随時貸出可

☆貸出冊数・・・1人1冊

☆貸出期間・・・1週間

☆予約冊数・・・1人1冊

※夏休み期間中の課題図書は、

利用者が集中します。

皆様にご利用いただけるよう、

延長はできません。

あらかじめ、ご了承ください。


