
   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歳以下のお子さまのマスクは不要です。）

※当日、体調のすぐれない方は、ご遠慮願います。

🚍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〉

✦秋の読書週間 5 日（木）  東西公民館　和室

　①図書館映画会 6 日（金）  東西公民館　和室

　②秋のビブリオトーク 1 日（日）  東西公民館　会議室1・2

　③リサイクルブックコーナー 13 日（金）  東西公民館　会議室1・2

　④おはなしフェスティバル 14 日（土）  東西公民館　実習室

　⑤展示 歴代本屋大賞受賞作品と候補作品展 8 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！」

✦募集コーナー！！ 18 日（水）

25 日（水）
※ファーストブック・セカンドブックの対象者の方には、11月中に通知ハガキをお送りします。

➀　図書館映画会　『アイネクライネナハトムジーク』
　伊坂幸太郎、斉藤和義の絆が生んだ恋愛小説を映画化。
三浦春馬×多部未華子、個性が光る実力派たちが共演！

【 日 時 】 11月20日（金）　１７：３０～１９：２９
【 会 場 】 裾野市民文化センター　多目的ホール
【 定 員 】 150名程度　　 ※入場無料！！
【申込み】 11月7日（土）9時～　

　本館および文化センター図書室にて申込用紙の記入後、
入場整理券を配布します。（定員に満たない場合は当日入場可） (c)2019「アイネクライネナハトムジーク」製作委員会

②　秋のビブリオトーク　…「読書の秋におすすめの小説」…
　気軽に本を紹介し合うイベントです。あなたのおすすめの小説を1冊ご紹介ください！

【 日 時 】 11月28日（土）　14：00～ 【 会 場 】 本館2階　視聴覚室
【 対 象 】 小学生以上　（参加者または見学者を募集します）
【持ち物】 読書の秋におすすめの小説本1冊
【 定 員 】 10名程度 ※参加者には雑誌付録のプレゼントがあります！！
【申込み】 11月7日（土）9時～本館にて受付（電話可） ※定員になり次第締切

③　リサイクルブックコーナー
　保存期間の過ぎた雑誌・英字新聞、蔵書とならなかった寄贈本を無料でお譲りします！

【 日 時 】 11月7日（土）～11月28日（土）
【 会 場 】 本館1階　玄関ホール

＊1週目11月7日（土）～　男性向け雑誌（BRUTUS・monoマガジンなど）、文芸関係（囲碁・オール読物など）

＊2週目1１月14日（土）～　趣味（すてきにハンドメイド・趣味の園芸・オレンジページなど）、週刊誌（週刊朝日など）

＊3週目1１月21日（土）～　女性向け雑誌（日経WOMAN・ESSEなど）、趣味（キネマ旬報・スポーツ関係など）

❏ リサイクルブックサービスの資料はご自分で利用してください。転売は禁止しています。
❏ お持ち帰りの袋は準備していないので、各自でご用意ください。
❏ 配布は少しずつ行い、なくなり次第終了します。

　 《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 4 5 6 7 通 常・・・9時～17時

8 9 10 11 12 13 14 木・金・・・9時～19時

15 16 17 18 19 20 21 　休館日

22 23 24 25 26 27 28 　館内整理日

29 30

13時00分～

19時00分～

13時00分～

2020年11月号裾野市立

～今月の行事予定～

茶道教室Ⅰ

茶道教室Ⅱ

 俳句会

11月

 短歌会

13時30分～

10時00分～

13時00分～

 古文書を読む会

 美術教室

ファーストブック
セカンドブック

9時～12時

13時～16時

本館2階　展示室、

文化センター図書室

図書館ウェブサイト
QRコード



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

生まれつきの花　－警視庁花人犯罪対策班－ 似鳥　鶏　著 河出書房新社

猫弁と星の王子 大山　淳子　著 講談社

半沢直樹　アルルカンと道化師 池井戸　潤　著 講談社

私の中にいる 黒澤　いづみ　著 講談社

働く女子に明日は来る！ 中澤　日菜子　著 小学館

鏡影劇場 逢坂　剛　著 新潮社

ちよぼ　－加賀百万石を照らす月－ 諸田　玲子　著 新潮社

真夜中のたずねびと 恒川　光太郎　著 新潮社

やがて訪れる春のために はらだ　みずき　著 新潮社

震雷の人 千葉　ともこ　著 文藝春秋

同姓同名 下村　敦史　著 幻冬舎

お誕生会クロニクル　－Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ　ｔｏ　ｙｏｕ－ 古内　一絵　著 光文社

シークレット　－綾辻行人ミステリ対談集ｉｎ京都－ 綾辻　行人　著 光文社

売国のテロル　－ＬＩＥＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＰＡＴＲＩＯＴＳ－ 穂波　了　著 早川書房

新しい生活 曽野　綾子　著 ポプラ社

はじめての読書メゾット　－本が苦手な子を本好きにする１７の方法－ 有元　秀文　著 合同出版

天皇の国史 竹田　恒泰　著 PHP研究所

防災イツモマニュアル 防災イツモプロジェクト　編 ポプラ社

知らないと恥をかく５０歳からのマナー 西出　ひろ子　著 ワニブックス

女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典 大久保　愛　著 KADOKAWA

バズレシピ　ベジ飯編　進化した“野菜の食べ方”がここにある！ リュウジ　著 扶桑社

猫から目線 及川　眠子　詩 ベストセラーズ

志村けん１６０の言葉 志村　けん　著 青志社

井山裕太の碁　ＡＩ時代の新しい定石 内藤　由起子　著 池田書店

空中写真歴史図鑑　－大自然と人類文明の映像遺産－ イーモン・マッケイブ　編著 原書房

ネット興亡記　－敗れざる者たち－ 杉本　貴司　著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部

るるぶ京都奈良社寺めぐり ＪＴＢパブリッシング

るるぶ山陰’２１　－出雲　松江　鳥取　萩－ ＪＴＢパブリッシング

大人の着やせバイブル　新装版　－「ほっそり着こなし」をマスターする－ 石田　純子　監修 主婦の友社

もっと収益を伸ばす！アフィリエイト徹底攻略ガイドブック 鈴木　みずほ　著 技術評論社

＊ お弁当サンド 若山　曜子　著 KADOKAWA

＊ちいさなお直し　－ダーニング、刺繍、アップリケで穴あき、ほつれ、汚れを繕う－ いわせ　あさこ　著 池田書店

＊ 堤人美の旬を漬ける保存食 堤　人美　著 NHK出版

＊ おうち備蓄と防災のアイデア帖　－もしもに備える！－ 島本　美由紀　著 パイインターナショナル

＊ ふわふわカステラの本 中川　たま　著 主婦の友社

ミュージアムを知ろう 横山　佐紀　著 ぺりかん社

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山　至貴　著 WAVE出版

ステイホームの密室殺人　１ 織守　きょうや　著 星海社

継母と妹に家を乗っ取られたので、魔法都市で新しい人生始めます！ 桜　あげは　著 アルファポリス

青くて、溺れる 丸井　とまと　著 KADOKAWA

図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 塚田　健　著 明日香出版社

少女のための海外の話 三砂　ちづる　著 ミツイパブリッシング

サード・プレイス ささき　あり　作 フレーベル館

5分で読書　恐怖はSNSからはじまった カドカワ読書タイム　編 KADOKAWA

死について考える本 メリー=エレン・ウィルコックス　作 あかね書房

◆　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）

ほしのこども フレヤ・ブラックウッド　絵 岩波書店

ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか　たつひで　作/絵 童心社

わたしのふうせん マリオ・ラモ　絵・文 平凡社

ポッポーきかんしゃ とよた　かずひこ　著 アリス館

ちいさなじょおうばちマルグリット　－まほうのにわのなかまたち－ アントン・クリングス　ぶん・え イマジネイション・プラス

はつめいたいかい サラ・オギルヴィー　ぶん BL出版

つるかめつるかめ あずみ虫　絵 あすなろ書房

うみだうみだ せな　けいこ　作・絵 金の星社

わんわんバス エムナマエ　え 新日本出版社

だいぶつさまおまつりですよ 中川　学　え アリス館

ひょうたんとかえる 殿内　真帆　絵 鈴木出版

タコとイカはどうちがう？　－いきものくらべるしゃしんえほん－ 峯水　亮　写真 ポプラ社

かべのあっちとこっち ジョン・エイジー　さく 潮出版社

これがぼくらにぴったり！ アーノルド・ローベル　え 好学社

小学低学年　（児童文学・絵本）

レストランのおばけずかん　－ふらふらフラッペ－ 斉藤　洋　作 講談社

梨の子ペリーナ　－イタリアのむかしばなし－ 酒井　駒子　え BL出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

ティッキ・ピッキ・ブン・ブン 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館

ぼくらのなぞ虫大研究 谷本　雄治　作 あかね書房

怪奇漢方桃印　－いらんかね？退魔封虫散－ 廣嶋　玲子　作 講談社

牧野富太郎　－日本植物学の父－ 清水　洋美　文 汐文社

俳句ステップ！ おおぎやなぎ　ちか　作 佼成出版社

小学高学年　（児童文学）

氷室のなぞと秘密基地 中谷　詩子　作 国土社

おひめさまおりがみ　－親子でつくって遊べる！－ たかはし　なな　著 主婦の友社

ステラ・モンゴメリーの冒険　１　海辺の町の怪事件 ジュディス・ロッセル　作 評論社

10分あったら… ジャン＝クリストフ・ティクシエ　作 文研出版

名探偵アポロ　ABC殺人事件 アガサ・クリスティー　著 早川書房

よみもの以外（その他）

日本の都市伝説大事典 朝里　樹　監修 新星出版社

ゲームを改造しながら学ぶScratchプログラミングドリル アソビズム　著 誠文堂新光社

大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井　智毅　監修 講談社

小学校では学べない渋沢栄一のやりぬく力 齋藤　孝　著 KADOKAWA

身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学実験ラボ　図書館版　－科学で遊ぼう！－ 青野　裕幸　著 いかだ社

恐竜学 真鍋　真　著 学研プラス

潜入！天才科学者の実験室　2　生き物はなぜ生まれた？ 佐藤　文隆　編・著 汐文社

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
GRAN　TORINO　グラン・トリノ

２００１年宇宙の旅 ワーナー・ブラザーズ

タニケン　のりものすごいぞ！　レスキュー

NEW乗り物大好き！　てつどうスペシャル５０＋じどうしゃスペシャル５０

NEW乗り物大好き！　SLスペシャル５０ ビジュアル・ケイ

ワーナー・ホーム・ビデオ

《　メ ー カ ー　》

ビジュアル・ケイ

NHKエンタープライズ



➃　おはなしフェスティバル
秋の読書週間に合わせて、『大型絵本』、『大型紙芝居』、『エプロンシアター』などの読み聞かせを開催します。（事前申込制）

対象

大型絵本　「たまごにいちゃん」

大型紙芝居　「おだんごころころ」

エプロンシアター　「ブレーメンのおんがくたい」　　　　他

大型紙芝居　「おしょうとこぞう」

大型絵本　「のりものいろいろかくれんぼ」

エプロンシアター　「ブレーメンのおんがくたい」　　　　他

➄　展示

 エプロンシアター・大型絵本などの楽しい読み聞かせや、

おすすめの絵本の紹介！

つながるシート、おしゃべりタイムなど・・・

お子さまと一緒に気軽に参加できる講座です。

《日　時》１２月５日（土）　１３時３０分～１５時 《日　時》①令和2年12月11日（金）　10時～11時30分　

《会　場》本館２階 展示室 ②令和3年1月15日（金）　10時～11時30分

《対　象》市内在住の幼児・小学生と保護者 ③令和3年2月12日（金）　10時～11時30分

《定　員》親子合わせて１５名 《会　場》本館２階 視聴覚室

（先着順　定員になり次第締切） 《対　象》未就園児と保護者

《持ち物》筆記用具、ハサミ、スティックのり、 《定　員》8組 （先着順　定員になり次第締切）

カラーペン、装飾に使えるもの 《申込み》11月10日（火）9時～

（マスキングテープ、写真、お菓子のパッケージなど）  本館カウンターで受付開始　（電話可）

《申込み》11月21日（土）9時～12月3日（木）17時

 本館カウンターで受付開始（電話可） 　＊3回の連続講座ですが、参加できる日だけでも可

対象

ブラックパネルシアター　「サンタが町にやってくる」 

絵本「おおきいサンタとちいさいサンタ」　　　

　他

大型紙芝居　「おおきくおおきくおおきくなーれ」

大型絵本　「ぐりとぐらのおきゃくさま」

パネルシアター　「森のクリスマス」 　他

12組

文化センター図書室
10月17日（土）9時～
定員になり次第締切

鈴木図書館本館
10月31日（土）9時～
定員になり次第締切

※ぬいぐるみお泊まり会参加者限定

申込み

11月14日（土）
11:00～11:30

11月21日（土）
11:00～11:30

文化センター
３１会議室

鈴木図書館
本館2階展示室

日時　 内容 定員会場

18名どなたでも可

幼児～

12月19日（土）
14:00～14:30

10組
鈴木図書館本館

12月5日（土）9時～
定員になり次第締切

申込み

12月12日（土）
11:00～11:30

10組
文化センター図書室
11月28日（土）9時～
定員になり次第締切

日時　 内容 定員会場

文化センター
音楽室

東西公民館
3階　会議室1・2

どなたでも可

幼児～

展示テーマ

歴代本屋大賞受賞作品と候補作品展

展示期間：～11月14日（土）

※展示期間中随時貸出可

飛び出すツリーのクリスマスカードに飾りつけを行います。

お子さまと一緒に季節の思い出を作ってみませんか！

展示テーマ

この秋おすすめ、『絵本のビュッフェ！』

展示期間：～11月29日（日）

※展示期間中随時貸出可

『サンタとおはなしの会』 参加者募集！！


