
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

【　図書館行事参加者の皆様へ】

※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〉

3 日（木）  東西公民館　和室

✦ファーストブック・セカンドブック 4 日（金）  東西公民館　和室

✦展示 ～YA（ヤングアダルト）～ 6 日（日）  東西公民館　会議室1・2

「スポーツ、部活小説」 11 日（金）  東西公民館　会議室1・2

✦第45回裾野牧水祭 12 日（土）  東西公民館　実習室

13 日（日）  文化センター会議室

　映画の醍醐味を市民の皆様に知って頂こうと、図書館では１６ミリフィルムなどを含めた映画祭を

開催します。子どもを対象にした映画や、親子で楽しめる映画を上映します。

【 日　時 】　9月19日(土)　15時00分～17時18分   （開場　14時45分 ）

【 会　場 】　裾野市鈴木図書館本館　地下駐車場※鑑賞スペースの下はコンクリートです。

【 定　員 】　市内在住の方を対象に、先着10家族　（1家族6人まで）

【 申込み 】　8月29日(土)9時から、本館にて受付開始。（電話可）

【 持ち物 】飲み物・うちわ・レジャーシート・座布団等を、ご用意ください。

※椅子の持ち込みは、ご遠慮ください。

【 問合せ 】  鈴木図書館　☎９９２－２３４２　　

 　 9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、9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3月生まれ 🌼 セカンドブック：平成30年9月生まれ
   　　

　　《図書館開館日》 ＜開館時間＞

　 ○本　　館

　 ○文化センター図書室

日 月 火 水 木 金 土 通 常　・・・9時～17時

1 2 3 4 5 木・金　・・・9時～19時

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 　休館日

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 　館内整理日

上映時間

15:00～15:22

15:22～15:38

休　　憩

フランダースの犬

部門

児童(アニメ）

児童(アニメ）

児童(アニメ）

10時00分～

15:38～15:48

15:48～17:18

上映No.

1

2

3

時間

22分

16分

10分

90分

フィルム名

よっちゃんの不思議なクレヨン

なかよし村のケララ

9月

2020年9月号

 短歌会 13時00分～

裾野市立

✦すその16ミリ映画祭

～今月の行事予定～

茶道教室Ⅰ

茶道教室Ⅱ

 俳句会

 古文書を読む会

 美術教室

13時00分～

19時00分～

13時00分～

13時30分～

図書館ウェブサイト
QRコード

すその16ミリ映画祭

ファーストブック・セカンドブック



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

破局 遠野　遙　著 河出書房新社

赤い砂を蹴る 石原　燃　著 文藝春秋

風を結う　－針と剣　縫箔屋事件帖－ あさの　あつこ　著 実業之日本社

凪に溺れる 青羽　悠　著 PHP研究所

ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー　著 白水社

チンギス紀　8　杳冥 北方　謙三　著 集英社

星月夜 李　琴峰　著 集英社

いちねんかん　（しゃばけシリーズ　19） 畠中　恵　著 新潮社

欲が出ました ヨシタケ　シンスケ　著 新潮社

捨て猫のプリンアラモード　－下町洋食バー高野－ 麻宮　ゆり子　著 角川春樹事務所

図書館の子 佐々木　譲　著 光文社

ブラックウェルに憧れて 南　杏子　著 光文社

哄（わら）う北斎 望月　諒子　著 光文社

希望の峰マカルー西壁 笹本　稜平　著 祥伝社

食王 楡　周平　著 祥伝社

心霊探偵八雲　12　魂の深淵 神永　学　著 KADOKAWA

『さいごの本やさん』の長い長い終わり　－むすぶと本。－ 野村　美月　著 KADOKAWA

手作りしたいみんなの浴衣と甚平 ブティック社

はじめてでもカンタン！手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室　編 理論社

作りおき＆帰ってすぐでき！糖質オフのやせる！ラクうまレシピ350 江部　康二　著 ナツメ社

初心者のアコースティック・ギター基礎教本 自由現代社編集部　編著 自由現代社（発売）

令和のご大礼　－ご即位の諸儀式の記録－ 扶桑社

戦国信長・光秀・秀吉の戦い 二木　謙一　監修 河出書房新社

中国近現代史 岡本　隆司　監修 新星出版社

上皇・上皇后さまがお慈しみの植物図鑑 山下　晋司　編集協力 イースト・プレス

女帝小池百合子 石井　妙子　著 文藝春秋

わかる！使える！粉体入門　 山田　昌治　著 日刊工業新聞社

自衛隊パッチマニアックス　－陸・海・空正式パッチを詳細解説－ 石原　肇　著 秀和システム

新型コロナはいかに世界を変えたか？ 枻出版社

名城の石垣図鑑 小和田　哲男　監修 二見書房

小さな子どもの褒められ服 植田　有希　著 日本ヴォーグ社

すみっコぐらしの刺しゅう図案集　－ちくちくかわいい－ ブティック社

家族の朝ごはん　－和と洋の朝食レシピ100－ 杵島　直美　著 立東舎

古地図で楽しむ富士山 大高　康正　編著 風媒社

虚弱なシニアでもできる楽しいアクティビティ32　新装版 齋藤　道雄　著 黎明書房

マンガでわかるうつ病のリアル 錦山　まる　漫画・文 KADOKAWA

ミツカンの“家計の味方”レシピ　－まいにちの健康生活をおいしく応援！－ ミツカン　著 幻冬舎

もちぷるレシピ　－もちもち＆ぷるぷる食感を楽しむお菓子とデザート70－ 柳瀬　久美子　著 パルコエンタテインメント事業部

文豪聖地巡礼 朝霧　カフカ　監修 立東舎

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木　香歩　著 岩波書店

ぼくの「自学ノート」 梅田　明日佳　著 小学館

13歳から分かる！7つの習慣 「7つの習慣」　編集部/監修 日本図書センター

池上彰のまんがでわかる現代史　東アジア 　 池上　彰　著 小学館

異伝淡海乃海～羽林、乱世を翔る～　1 イスラ―フィール　著 TOブックス

まほろばトリップ 倉本　由布　著 アリス館

夜フクロウとドッグフィッシュ ホリー・ゴールドバーグ・スローン　作 小学館

14歳の教室 若松　英輔　著 NHK出版

ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン　作 岩波書店

◆　小説 　◆

◆　実用書　◆

◆　ヤングアダルト　◆



　《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

◆　児童書　　◆
幼児（児童文学・絵本）

ティラノサウルスのはらぺこないちにち 鈴木　まもる　絵 偕成社

トリケラトプスのなんでもないいちにち 鈴木　まもる　絵 偕成社

カメレオンどろぼう・ドロン 伊藤　夏紀　絵 あかね書房

おばけでんしゃだおとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ　作 クレヨンハウス

まあるくなーれわになれ 真珠　まりこ　作・絵 鈴木出版

ぼくといっしょに シャルロット・デマトーン　作 ブロンズ新社

五十音 高畠　純　絵 光村教育図書

のりかえの旅 長田　真作　作 あすなろ書房

手話でつながる世界のあいさつ 見杉　宗則　絵 クリエイツかもがわ

ヒゲタさん 山西　ゲンイチ　作・絵 徳間書店

うみでなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ　作 ポプラ社

ジャングルジムをつくろう！ 三浦　太郎　作 ほるぷ出版

うれしいぼんおどり 種村　有希子　え ほるぷ出版

わにくんのだめだめきゅうり すみくら　ともこ　作 みらいパブリッシング

まなちゃんはおおかみ 種村　有希子　作 偕成社

ちいさなかわいいおべんとうばこ 宮野　聡子　作 小学館

小学低学年　（児童文学・絵本）

区立あたまのてっぺん小学校 間部　香代　作 金の星社

歌がにがてな人魚 ルイス・スロボドキン　作 瑞雲舎

こうまのマハバット 市川　里美　作 BL出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

ルドルフとノラねこブッチー 斉藤　洋　作 講談社

怪盗レッド　18　銀色の髪の転校生☆の巻 秋木　真　作 KADOKAWA

あるひあるとき ささめや　ゆき　絵 のら書店

どっちの勝ち？ パスカル・ルメートル　絵 みすず書房

小学高学年　（児童文学）

ギフト、ぼくの場合 今井　恭子　作 小学館

てっぺんの上 イノウエ　ミホコ　作 文研出版

プチ・二コラの夏休み ゴシニ　文 世界文化社

プチ・二コラと仲間たち ゴシニ　文 世界文化社

サンドイッチクラブ 長江　優子　作 岩波書店

よみもの以外（その他）

モヤモヤそうだんクリニック 池谷　裕二　文 NHK出版

かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ1年分 小野寺　ぴりり紳　作 ポプラ社

地図でよくわかる鉄道大百科　新版　－JR私鉄全線－ JTBパブリッシング

みんなでウイルスとたたかおう！　2　おちついて、ハッピーでいるために エロイーズ・マグレガー　文 化学同人

ガリガリ君ができるまで 岩貞　るみこ　文 講談社

水害の大研究　－なぜ起こる？どうそなえる？－ 河田　惠昭　監修 PHP研究所

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
女優、母、そして樹木希林　～秘蔵映像でつづるアンソロジー～

れっしゃだいこうしん2020　キッズバージョン ビコム株式会社

体が硬い人のための柔軟講座

ざんねんないきもの事典　2

NHKエンタープライズ

《　メ ー カ ー　》

NHKエンタープライズ

NHKエンタープライズ



  

 展示期間：9月5日（土）～9月29日（火）　※展示期間中随時貸出可

　外出しづらい今、本の世界でスポーツや部活を楽しんでもらおうと

関連小説の展示を行います。

  中高生はもちろん、大人の方でも楽しめる青春小説を70冊展示します。

・北高野球部学生監督ガイ ・風の声が聞こえるか ・オン・ザ・ライン

・スウィング！ ・太陽ときみの声 ・DOUBLES!!　－ダブルス－　（全5巻）

・ナイスキャッチ！　（全5巻） ・風に乗って、跳べ

・白球ガールズ

・ステージ・オブ・ザ・グラウンド ・跳べ、暁！

・2.43　清陰高校男子バレー部 ・バスケの神様　揉めない部活のはじめ方

（全3巻）

・マイナス・ヒーロー

・スマッシュエース！

・ショダチ！ ・疾風の女子マネ！ ・ゴーフォワード！

・つるぎのかなた　（全3巻） ・空は逃げない

・青いスタートライン ・流星と稲妻

・スイマー

・風のヒルクライム

・レガッタ！　（全3巻） ・小説弱虫ペダル　（全3巻）

・白をつなぐ

・襷を、君に。

・襷を我が手に ・なぎなた男子！！ ・凛の弦音（つるね）

・アスリーツ　ATHLETES ・あざみ野高校女子送球部！ ・仰げば尊し　（全3巻）

・吹部！[第1楽章]

・アレグロ・ラガッツァ

・歌え！多摩川高校合唱部 ・ABC！

・表参道高校合唱部！　（全3巻）

・オチケン！

・僕は小説が書けない

・春や春 ・幕が上がる

・空への助走

・長浜高校水族館部 ・青春サプリ　（全5巻）

　鈴木図書館短歌会主催で45回を迎える『裾野牧水祭』を下記のとおり開催します。　

当日は、市民文化センター歌碑前にて、若山牧水の遺徳を偲び献酒・献花等を行います。

尚、今回はコロナウイルス感染症拡大対策として縮小して開催いたします。

　【日　時】 令和2年9月13日（日）　午前10時～ 　【場　所】 裾野市民文化センター（歌碑前） 　【主　催】 裾野市立鈴木図書館短歌会

水族館部　　🐡
部活　短編集　📕

弓　道　　🏹

水　泳　　🏊

テニス　　🎾

陸　上剣　道

バスケット　　🏀

野　球　⚾ サッカー　　⚽

バレー　　🏐

なぎなた

バドミントン

駅　伝

ラグビー　　🏉

自転車　　🚴
ボート　　🚣

俳　句 演劇部

吹奏楽部　　🎺射　撃 ハンドボール

放送部　　🎤合唱部　　🎼

文芸部　　📝

落　語


