
発行：裾野市立鈴木図書館

≪配架場所≫

裾野市役所、福祉保健会館、生涯学習センター、支所（深良支所、富岡支所、須山支所）、児童館（北児童館・南児童館）、

鈴木図書館本館、文化センター図書室など

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

【　図書館行事・講座に参加の皆様へ】

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止または変更する場合があります。予めご了承ください。

※手指消毒およびマスクの着用にご協力をお願いします。（２歳以下のお子さんのマスクは不要です。）

🚍駐車場スペースが少ないので、公共交通機関または、市役所駐車場をご利用ください。

　〈図書館行事〉 　〈図書館講座〉

✦なつやすみこども1日図書館員

2 日（日）  東西公民館　会議室1・2

✦ファーストブック・セカンドブック 14 日（金）  東西公民館　会議室1・2

✦展示 ・「あいとへいわ展」 8 日（土）  東西公民館　実習室

・「夏休み課題・推薦図書」 9 日（日）  東西公民館　会議室1・2

・「サマーブックセット！」

　　《図書館開館日》 ＜開館時間＞

　 ○本　　館

日 月 火 水 木 金 土 　 ○文化センター図書室

1 通 常　・・・9時～17時

2 3 4 5 6 7 8 木・金　・・・9時～19時

9 10 11 12 13 14 15 　休館日 　館内整理日

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 　特別延長開館日（本館のみ）

30 31 　※8/8、8/22は、9時～20時の開館です。
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 古文書を読む会

✦親子おりがみ教室
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～今月の行事予定～
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図書館ウェブサイト
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令和2年8月29日（土） ❶午前の部 10時00分～12時00分 ❷午後の部 13時30分～15時30分
《会 場》 本館3階 (東西公民館会議室)

《講 師》 折り紙研究家 森 千代子 先生 《内 容》 季節の風物などを予定しています。

《対 象》 市内在住の幼児・小学生と保護者 《定 員》 午前の部・午後の部 各10組

《申込み》 8月1日（土）9時から本館にて受付開始 （電話可） ※定員になり次第、締め切ります。

《持ち物》 おりがみ・はさみ・セロテープ・のり・カラーサインペンなどの筆記用具

令和2年8月19日（水） ➊午前の部 9時45分～11時20分 ➋午後の部 13時45分～15時20分
《会 場》 本館2階 (視聴覚室) 《内 容》図書館探検、配架体験、カウンター体験、展示本のポップ作り、感想記入など。

《対 象》 市内在住の小学生 《定 員》 午前の部・午後の部 各9名

《申込み》 8月8 日（土）9時から、本館にて受付開始 （電話限定） ※定員になり次第、締め切ります。

《持ち物》 生活科バック、水筒、色鉛筆やカラーペンなどポップ作りに使う筆記用具

❶令和2年8月8日（土） 16時00分～19時30分 （本館1階カウンター）
☆ガチャガチャDAY☆ ～大人も子どももたくさん本を借りて、図書館オリジナルグッズをもらおう！～

〈9時00分～20時00分〉

❷令和2年8月22日（土） 18時00分～19時00分 （本館2階視聴覚室）
☆夜な夜なおはなし会☆ ～夏にぴったりな絵本などを読み聞かせ！ おはなし会の後に、お祭りくじがあるよ！！～

※おはなし会に参加希望の方は、事前予約が必要です！

《会 場》 本館2階 (視聴覚室) 《対 象》 幼児・小学生から大人までどなたでもOK! ご家族みなさんでお申込みください。

《申込み》 7月25日（土）9時から、本館にて受付開始 （電話可） ※定員20名になり次第、締め切ります。

夏休みの間、多くの皆さんにご利用いただけるよう、8月8日と22日の土曜日に本館にて延長開館をします。

また、特別延長開館に合わせて、イベントを開催します。



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

ないものねだりの君に光の花束を 汐見　夏衛　著 KADOKAWA

あめつちのうた 朝倉　宏景　著 講談社

ボニン浄土 宇佐美　まこと　著 小学館

鶴屋南北の殺人 芦辺　拓　著 原書房

黙示 今野　敏　著 双葉社

村上Ｔ　－僕の愛したＴシャツたち－ 村上　春樹　著 マガジンハウス

あがない 倉数　茂　著 河出書房新社

ホーム 堂場　瞬一　著 集英社

囚われの山 伊東　潤　著 中央公論新社

夢は捨てたと言わないで 安藤　祐介　著 中央公論新社

音速の刃 未須本　有生　著 文藝春秋

日本蒙昧前史 磯崎　憲一郎　著 文藝春秋

死という最後の未来 石原　慎太郎　著 幻冬舎

せきれいの詩 村木　嵐　著 幻冬舎

ヒカリ 花村　萬月　著 光文社

Ｚｏｏｍはじめました 秋田　稲美　著 WAVE出版

小学生と親が楽しむ初めてのプログラミング　－たった5時間でできます！－ 米村　貴裕　著 さくら舎

輝く未来へはばたく赤ちゃんの名前事典　ハンディ版 牧野　恭仁雄　監修 主婦の友社

戦国期足利将軍研究の最前線 山田　康弘　編 山川出版社

年表で読む日本近現代史　増補決定版 渡部　昇一　著 海竜社

言語道断 櫻井　よしこ　著 新潮社

1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる 齋藤　孝　著 マガジンハウス

マンガでわかる「実家のたたみ方」 宮島　葉子　著 講談社

さらに、やめてみた。　－自分のままで生きられるようになる、暮らし方・考え方－ わたなべ　ぽん　著 幻冬舎

身のまわりのものでできる手作りマスク　－ＥＮＧＬＩＳＨ＆ＪＡＰＡＮＥＳＥ－ 寺西　恵理子　著 日東書院本社

あいのシンプルおうちごはんＢＥＳＴ　－たったこれだけでごちそう！－ あい　著 扶桑社

３６６日の離乳食　－材料形状食べさせる量がいちばんよくわかる！－ 上田　玲子　監修 主婦の友社

APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち　 小渕　千絵　著 さくら舎

一生使える！野菜のおかず事典３００　－野菜名は探しやすい５０音順－ 阪下　千恵　著 学研プラス

パワーサラダレシピ　－元気と美と免疫力を高める最強の一皿－ ハイファイブサラダ　監修 主婦の友社

＊絶品おかずはめんつゆで 市瀬　悦子　著 学研プラス

＊そうざい麺　－ひと皿で主食にもおかずにもなる、かんたん麺レシピ８５－ ワタナベ　マキ　著 主婦と生活社

＊あるものだけで作れる平日ごはん 市瀬　悦子　著 主婦の友社

＊今日からはじめるソーイング　ミシン1年生　 日本ヴォーグ社

高校生のための税金入門 小塚　真啓　編著 三省堂

影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング　著 東京創元社

マジックメイカー　１　異世界魔法の作り方 鏑木　カヅキ　著 KADOKAWA

無限の中心で まはら　三桃　著 講談社

旅が好きだ！　21人が見つけた新たな世界への扉 河出書房新社　編 河出書房新社

震える叫び R.L.スタイン　監修 理論社

◆　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）

どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる　作・絵 金の星社

みずをくむプリンセス ピーター・H．レイノルズ　絵 さ・え・ら書房

ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ　作 サウザンブックス社

ちびクワくん やました　こうへい　作 ほるぷ出版

妖怪のど自慢 広瀬　克也　作 絵本館

おばけえん カワダ　クニコ　絵 教育画劇

パンダオリンピックたいそう いりやま　さとし　作 講談社

こわがりのちびかいじゅう マリオ・ラモ　絵・文 平凡社

おばあちゃんとことりと ベンジー・デイヴィス　作 岩崎書店

ほらふきカールおじさん　－ロシアのたび－ 高畠　純　絵 講談社

わっはは　ぼくのなつやすみ タダ　サトシ　絵 こぐま社

ぼくらはもりのダンゴムシ まつおか　たつひで　さく ほるぷ出版

ビンキーはねをひろげて カロリーナ・ラベイ　え イマジネイション・プラス

シェルパのポルパ　エベレストにのぼる 梨木　羊　絵 岩波書店

あめかっぱ むらかみ　さおり　作 偕成社

ママとうみのやくそく エヴァ・アルミセン　え 主婦の友社

小学低学年　（児童文学・絵本）

7年目のランドセル　－ランドセルは海を越えて、アフガニスタンで始まる新学期－ 内堀　タケシ　写真・文 国土社

サーカスが燃えた 中島　梨絵　絵 角川春樹事務所

きつねのしっぽ おくはら　ゆめ　作 小峰書店

チャーリー、こっちだよ チャールズ・サントソ　え ＢＬ出版

パパのはなよめさん 麻生　かづこ　作 ポプラ社

わたしがかわるみらいもかわる　－ＳＤＧｓはじめのいっぽ－ 原　琴乃　作 汐文社

プラスチックのうみ ジュリア・ブラットマン　絵 小学館

小学中学年　（児童文学・絵本）

戦争にいったうま いしい　ゆみ　作 静山社

セイギのミカタ 佐藤　まどか　作 フレーベル館

ぼくとキキとアトリエで 中川　洋典　作 文研出版

タミーと魔法のことば 野田　道子　作 小峰書店

ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー　作・絵 徳間書店

異界からのラブレター 薫　くみこ　作 ポプラ社

ファイアー 長谷川　集平　作 理論社

小学高学年　（児童文学）

秘密のノート ジョー・コットリル　作 小学館

はじまりの夏 吉田　道子　作 あかね書房

よみもの以外（その他）

みんなでウイルスとたたかおう！　－きみと、きみの大切なひとたちが無事であるために－ エロイーズ・マグレガー　文 化学同人

あいうえおさん 森　絵都　文 河出書房新社

チョウのそだち方　－飼育・観察・採集・展翅－ 福田　晴男　監修・著 国土社

南極のさかな大図鑑　－たくさんのふしぎ版－ 岩見　哲夫　文 福音館書店

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
はたらく細胞　Ｖｏｌ．1　肺炎球菌

はたらく細胞　Ｖｏｌ．2　すり傷インフルエンザ アニプレックス

はたらく細胞　Ｖｏｌ．3　食中毒スギ花粉アレルギー アニプレックス

アニプレックス

《　メ ー カ ー　》



 　 8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症拡大防止の為、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、8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2年2月生まれ 🌼 セカンドブック：平成30年8月生まれ
   　　

  

  

  

  

　　　　鈴木図書館では令和2年度8月から視覚に障がいのある方を対象にデイジー図書の貸出サービスを開始します。

✧ デイジー図書とは・・・文学作品などを音声で聞くことのできるデジタル化された図書です。

　（再生には専用の再生機、または再生ソフトの入ったパソコンが必要となります。）

✧ ご利用できる方は・・・市内在住で視覚障がいがあり、身体障害者手帳の交付を受けている方と

　　その他の障がいがあり、身体障害者手帳の交付を受けている方で、活字図書の

　　利用が困難な方です。

✧ 貸出点数・・・2点まで

✧ 貸出期間・・・2週間以内

✧ その他のサービス・・・・電話・ＦＡＸでもデイジー図書の貸出の受付をします。

ファーストブック・セカンドブック


