
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〉

✦ぬいぐるみお泊まり会 1 日（木）  東西公民館　和室

✦ファーストブック・セカンドブック 2 日（金）  東西公民館　和室

✦展示 ・秋の読書週間 4 日（日）  東西公民館　会議室1・2

　「ラストページまで駆け抜けて」 9 日（金）  東西公民館　会議室1・2

歴代本屋大賞受賞作品と 10 日（土）  東西公民館　実習室

　候補作品展 11 日（日）  東西公民館　会議室1・2

・この秋、おすすめ

「絵本のビュッフェ！」

✦おはなしフェスティバル

　子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが、図書館にお泊まりすることで、
図書館や本を身近に感じ、読書に興味を持ってもらうイベントです。
お預かりしたぬいぐるみは、「おはなしフェスティバル」の会場でお返しします。
また、夜の図書館を探検するぬいぐるみの様子をこっそり撮影したアルバムも
一緒にプレゼントします。

【　対　象　】 裾野市内在住の幼児～小学生のぬいぐるみ（１家族１体まで）

【　定　員　】 ぬいぐるみ12体 ※先着順で定員になり次第締め切ります。

【預かり期間】 11月11日（水）9時～11月15日（日）17時
・預かり期間内に本館へ、ぬいぐるみを預けに来てください。

【　お迎え　】 11月21日（土）10時50分～　本館２階 展示室
・会場にて、ぬいぐるみが待っています。

・ぬいぐるみと一緒に「おはなしフェスティバル」に参加しましょう。

・おはなし会終了後、アルバムをプレゼントします。

【　申込み　】 10月31日（土）9時～　本館カウンターで受け付け開始　（電話可）
・ぬいぐるみには名札を付けますので、申込時にぬいぐるみの名前もお聞きします。

【　問合せ　】 鈴木図書館本館　☎９９２－２３４２

　10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ため、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、10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4月生まれ 🌼 セカンドブック：平成30年10月生まれ
   　　

　　《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 2 3 通 常　・・・9時～17時

4 5 6 7 8 9 10 木・金　・・・9時～19時

11 12 13 14 15 16 17 　休館日

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 　館内整理日

13時00分～

2020年10月号

 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～

10時00分～

10月

裾野市立

～今月の行事予定～

茶道教室Ⅰ

茶道教室Ⅱ

 短歌会

図書館ウェブサイト
QRコード

ファーストブック・セカンドブック

✧ 現在の新型コロナウイルス感染状況を鑑み、10月1日（木）から、

一部利用制限を緩和します。（学習閲覧室、閲覧席、児童閲覧席等）

※詳しくは、Webサイト等をご覧ください。



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

テロリストの家 中山　七里　著 双葉社

内なるゲットー サンディアゴ・Ｈ．アミゴレナ　著 河出書房新社

ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー　著 国書刊行会

ダブル　ＳＩＤＥ　Ａ　－短編集－ パク　ミンギュ　著 筑摩書房

ダブル　ＳＩＤＥ　Ｂ　－短編集－ パク　ミンギュ　著 筑摩書房

ＣＡボーイ 宮木　あや子　著 KADOKAWA

空想クラブ 逸木　裕　著 KADOKAWA

地霊都市　－東京第２４特別区－ 嶺里　俊介　著 KADOKAWA

未来からの脱出 小林　泰三　著 KADOKAWA

降るがいい 佐々木　譲　著 河出書房新社

愛されなくても別に 武田　綾乃　著 講談社

類 朝井　まかて　著 集英社

雪月花　－謎解き私小説－ 北村　薫　著 新潮社

初夏の訪問者 吉永　南央　著 文藝春秋

なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻　仁成　著 あさ出版

家計簿と統計　－数字から見える日本の消費生活－ 佐藤　朋彦　著 慶応義塾大学出版会

すごい！品質検査　－レンズくんと行く工場ツアー－ ・こ の秋、おすすめ うえたに夫婦　著 PHPエディターズ・グループ

温泉やど関東・甲信越 ’21 昭文社

自然散策が楽しくなる！日本の生きもの図鑑 成島　悦雄　監修 池田書店

手・足・頭のツボ地図大全　－よくある不調がスーッと消える！－ 五十嵐　康彦　著 河出書房新社

コピーして使えるシニアの学習クイズ・とんちクイズ３７ 脳トレーニング研究会　編 黎明書房

Skypeスマートガイド　改訂２版 リンクアップ　著 技術論理社

ベビーとキッズの手編みニット　－ベーシックスタイルがかわいい－ アップルミンツ

かんたん！おやつの本　－家族で作れる！簡単おやつがいっぱい！－ 枻出版社

今日もかき氷　進化版 蒼井　優　著 マガジンハウス

12歳からはじめるゼロからのC言語ゲームプログラミング教室　最新版 リブロワークス　著 ラトルズ

「自宅オフィス」のととのえ方　－リモートワークを快適にするインテリアとアイディア－ 主婦の友社

緊急解説！2020年上半期ニュース丸わかり80　－新型コロナで変わる日本－ 毎日新聞社　著 毎日新聞出版

今日から「ときめきカメラ生活」　－雑貨・ペット・植物・友だち撮りたいものをもっと可愛く撮る方法－ 橋本　哲　著 主婦の友社

＊ しあわせカメラ　－子どもの自己肯定感が育つ魔法の撮影レシピ－ パパカメラ　写真・文 自由国民社

＊ 干物料理帖　－手間、塩いらずでうま味たっぷり－ うすい　はなこ　著 日東書院本社

＊ ブラウスを縫おう。　－あいまな部分縫いをマスター－ かたやま　ゆうこ　著 主婦と生活社

＊ 簡単手作り石けん、ハンドジェル、ハンド＆マスクスプレー 生活の木　著 主婦の友社

＊ 京都の風呂敷屋さんが教える一生使える！ふろしきの結び方・包み方50 山田　悦子　著 PHP研究所

未来の自分に出会える古書店 齋藤　孝　著 文藝春秋

令夢の世界はスリップする はやみね　かおる　著 講談社

人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一　著 家の光協会

ぶっ飛び！科学教室 ヘレン・アーニー　著 化学同人

百花宮のお掃除係　２ 黒辺　あゆみ　著 KADOKAWA

ときめく雲図鑑 菊池　真以　写真・文 山と渓谷社

団地のコトリ 八束　澄子　著 ポプラ社

魔女と花火と100万円 望月　雪絵　作 講談社

みんなに話したくなる感染症のはなし 仲野　徹　著 河出書房新社

ハジメテヒラク こまつ　あやこ　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）

カメレオンのかきごおりや 谷口　智則　作 アリス館

ステラとカモメとプラスチック　－うみべのおそうじパーティー－ イジ―・バートン　絵 岩崎書店

ひみつだからね 軽部　武宏　作 偕成社

まっている。 村上　康成　作 講談社

ねぐせのしくみ ヨシタケ　シンスケ　作 ブロンズ新社

ぼくんちのおふろ 山田　美津子　作・絵 理論社

ここは 及川　賢治　絵 河出書房新社

きょうりゅうのずかん 五十嵐　美和子　作 白泉社

ぶーらんぶーらん　－うさぎのギーギとあそぼう－ ミヤタ　タカシ　さく エンブックス

ドン・ウッサ　ダイエットだいさくせん！ キューライス　著 白泉社

小学低学年　（児童文学・絵本）

かしたつもり×もらったつもり 北村　裕花　え くもん出版

ここにいる あおき　ひろえ　作 廣済堂あかつき

かくれているよ海のなか 高久　至　しゃしん アリス館

細菌ホテル キム　リョンオン　絵 金の星社

サンゴと生きる　－中村征夫の写真絵本－ 中村　征夫　写真・文 大空出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

消えた落とし物箱 西村　友里　作 学研プラス

ハクトウワシ 前川　貴行　写真・文 新日本出版社

雨ふる本屋と雨かんむりの花 日向　理恵子　作 童心社

小学高学年　（児童文学）

ナンシー探偵事務所　〔２〕　真夏の夜の怪 小路　すず　作 岩崎書店

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ　作 小学館

山のうらがわの冒険 みお　ちづる　作 あかね書房

オオカミの旅 ロザンヌ・パリ―　作 あかね書房

ミス・マープルの名推理　予告殺人 アガサ・クリスティー　著 早川書房

スイマー 高田　由紀子　著 ポプラ社

引越しなんてしたくない！ カリーナ・ヤン・グレーザー　作・絵 徳間書店

庭づくりはひみつ！ カリーナ・ヤン・グレーザー　作・絵 徳間書店

よみもの以外（その他）

ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口　満　絵・文 岩崎書店

コツがわかる！小学生の体育図鑑　－苦手な種目もぐんぐん上達！－ 体育指導のスタートライン　監修 成美堂出版

さかな博士のレアうま魚図鑑 伊藤　柚貴　著 日東書院本社

うちにカブトガニがやってきた！？　－生きている化石とすごした1年と2か月－ 石井　里津子　文 学研プラス

運動ができる・すきになる本　1　かけっこ 眞榮里　耕太　監修 国土社

コウノトリがはこんだんじゃないよ！　－4歳からの性教育の絵本－ ロビー・Ｈ．ハリス　著 子どもの未来社

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
MATRIX　マトリックス

イエスマン ワーナー・ホーム・ビデオ

LEGO　（R）　ムービー　２

FINALFANTASYXⅣ　光のお父さん　劇場版

ワーナー・ホーム・ビデオ

《　メ ー カ ー　》

ワーナー・ブラザーズ

バップ



展示期間：10月23日（金）～11月14日（土）　※展示期間中随時貸出可

　書店員が本当におすすめする本、『本屋大賞受賞作品』の第1回から第17回までの作品を、上位から展示します。

この機会に、ぜひ手に取ってご覧ください。

… 『博士の愛した数式』
… 『夜のピクニック』
… 『東京タワー　オカンとボクと、時々オトン』　
… 『一瞬の風になれ』　
… 『ゴールデンスランバー』　

… 『告白』
… 『天地明察』　
… 『謎解きはディナーのあとで』
… 『舟を編む』　
… 『海賊とよばれた男』

… 『村上海賊の娘』　
… 『鹿の王』
… 『羊と鋼の森』　
… 『蜜蜂と遠雷』　
… 『かがみの孤城』

… 『そして、バトンは渡された』　
… 『流浪の月』　

※他、候補作品多数あります。（ブックリスト、Webページからもご覧になれます。）

【展示テーマ】 この秋、おすすめ　『絵本のビュッフェ！』

   現在、中止している【親子おはなし広場】の代わりに、おはなしボランティア
 「まほうのじゅうたん」のメンバーが選択した、この秋に読んでほしい絵本を
 展示します。
 展示コーナーのマーク　　　　が付いている絵本を3冊以上借りると
 「まほうのじゅうたん」手作りの素敵なしおりのプレゼントがあります！
 この機会に、おうちで絵本の世界を、お楽しみください。

　　 展示期間：10月1日（木）～11月29日（日）　　　　　　※展示期間中随時貸出可

【文化センター図書室からお知らせ】

～おはなしフェスティバルの開催について～　

　　現在、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、文化センター図書室のおはなし会を中止していますが、

　今回の〔おはなしフェスティバル〕は、事前申込制とし参加者を募集いたします。

　【内容】　『大型絵本』、『大型紙芝居』、『エプロンシアター』など、おはなしボランティア「たんぽぽ」さんによるおはなし会。

　【日時】　11月14日（土）　11:00～11:30 【会場】　裾野市民文化センター3階31会議室

　【定員】　市内在住の方、5組程度　　（定員になり次第締切） 【申込み】　10月17日（土）から受付開始

　　直接、文化センター図書室カウンター、又は電話（０５５－９９３－９３０５）に、お申し込みください。

第9回
第10回

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

第6回
第7回
第8回

第16回
第17回

第11回
第12回
第13回
第14回
第15回


