
   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〉

✦親子手づくり教室　「親子でつくる　思い出の1枚」 3 日（木）  東西公民館　和室

✦子育て講座　「絵本とおしゃべりのへや」① 4 日（金）  東西公民館　和室

✦冬の特別映画会　「おしりたんてい⑩」 6 日（日）  東西公民館　会議室1・2

✦ナイトライブラリー　①映画会 11 日（金）  東西公民館　会議室1・2

②ガチャガチャ 他 12 日（土）  東西公民館　実習室

✦サンタとおはなしの会 13 日（日）  東西公民館　会議室1・2

✦展示　「みんなでシェアするクリスマス」

✦募集コーナー！！ 16 日（水）

✦お知らせ 23 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、12月中に通知ハガキをお送りします。

★親子手づくり教室　～親子でつくる　思い出の1枚～　12月5日（土）13:30～15:00 ※事前申込制　11/21～12/3　（定員15名）

★子育て講座　「絵本とおしゃべりのへや」①　12月11日（金）10:00～11:30 ※事前申込制　11/10～　（定員8組）

★冬の特別映画会　『おしりたんてい⑩』　　12月12日（土）14:00～15:20 ※事前申込制　11/28～　（定員150名程度）

　【会　場】 文化センター　多目的ホール　（開場１３:３０）
　【内　容】 「おしりたんてい」とは、トロル原作の児童書で、幼児から小学校低学年の

男女を中心に爆発的人気を得ている。
内容は、顔の形が「おしり」に見える名探偵の「おしりたんてい」が、数々の
難事件を「フーム、においますね」という決まりのセリフを言いながら、
ププッと解決していく謎解き物語。
「ププッおしりたんていがふたりいる？前編・後編」、
「ププッあやうしたんていじむしょ」３編の上映です。

※本館および、文化センター図書室にてお申込みの上、整理券を配布しています。（電話申込可）

　鈴木図書館本館の延長開館に合わせて、ナイトライブラリーを開催します。
一部電気を消して暗くなるコーナーや、アニメ映画の上映会、本を借りてガチャガチャをしよう！等のイベントが
あります。思い思いに夜の図書館を過ごしてみてはいかがでしょう。皆様のご利用をお待ちしています。

【会　場】 本館 すそのんイラスト入りブックカバー、
【対　象】 お子さまから大人の方までどなたでもご利用できます。 しおりをセットにしてプレゼント！
【持ち物】 懐中電灯（暗闇コーナー用）、図書利用券 　（17：00～） ※１人１セット
【内　容】 ①映画会　児童向けアニメ作品の上映　（17:00～19:00）

ショートアニメ作品を連続で上映します。
出入りは自由です。　＊会場16:45～
②ガチャガチャ　（17:00～）
当日、本を5冊以上借りた方は参加できます。
図書館オリジナルすそのん缶バッチがもらえます。

　 《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 通 常・・・9時～17時

6 7 8 9 10 11 12 木・金・・・9時～19時

13 14 15 16 17 18 19 　休館日

20 21 22 23 24 25 26 　館内整理日

27 28 29 30 31

13時00分～

19時00分～

13時00分～

2020年12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

本館2階　展示室、

文化センター図書室

1２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

図書館ウェブサイト
QRコード

※なくなり次第終了

(c)トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

カラ売り屋、日本上陸 黒木　亮　著 KADOKAWA

彼らは世界にはなればなれに立っている 太田　愛　著 KADOKAWA

浅草迄 北野　武　著 河出書房新社

人間の道理 曾野　綾子　著 河出書房新社

いつの空にも星が出ていた 佐藤　多佳子　著 講談社

完全犯罪の恋 田中　慎弥　著 講談社

きのうのオレンジ 藤岡　陽子　著 集英社

絶句　－本能寺異聞－ 坂岡　真　著 小学館

見果てぬ花 浅田　次郎　著 小学館

とわの庭 小川　糸　著 新潮社

湖の女たち 吉田　修一　著 新潮社

夢七日　夜を昼の國 いとう　せいこう　著 文藝春秋

みがわり 青山　七恵　著 幻冬舎

コーチ 堂場　瞬一　著 東京創元社

バグダードのフランケンシュタイン アフマド・サアダーウィー　著 集英社

超発想力　－思いつきをカタチにして人生を変える２９の方法－ メンタリストＤａｉＧｏ　著 詩想社

愛する日本人へ　日本と台湾の梯となった巨人の遺言 李　登輝　著 宝島社

1日1ページ、読むだけで身につく日本の教養365　－毎日の習慣が1年後の自分を作る－ 齋藤　孝　監修 文響社

マラらが見た世界　－わたしが出会った難民の少女たち－ マララ・ユスフザイ　著 潮出版社

セルフリノベーションの教科書Ｐｒｅｍｉｕｍ　－限られた予算で家・部屋・店舗を自分スタイルに変える内装のアイディア－ 坂田　夏水　著 誠文堂新光社

日本懐かしスニーカー大全　－アシックス、アディダス、ナイキ、コンバース、ニューバランスetc.－ 佐藤　誠二朗　著 辰巳出版

はじめての着物　－一生モノの基礎知識－ 大竹　恵理子　監修 朝日新聞出版

笠原将弘のプレミアムおかず１００　－料理人３０周年スペシャル！－ 笠原　将弘　著 扶桑社

はじめてでも最後まで弾ける大人のピアノ名曲７７　－クラシックから定番のポップスまで－ 丹内　真弓　編著 西東社

礼節を磨くとなぜ人が集まるのか 七條　千恵美　著 青春出版社

新しい仕事術　－コロナ時代をチャンスに変える－ 中谷　彰宏　著 リベラル社

リモート・マネジメントの極意　－テレワークでも部下のやる気がぐんぐん伸びる！－ 岡本　文宏　著 ＷＡＶＥ出版

シンプルワードロープ　－シンプルだからずっと飽きない服－ 伊藤　みちよ　著 日本ヴォーグ社

やさしいヴィ－ガン焼き菓子　改訂新版　－卵・乳製品・白砂糖を使わない－ 今井　ようこ　著 河出書房新社

＊きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理　－今どきのおいしいおせちのニュースタンダード－ 堤　人美　著 朝日新聞出版

＊ まいにち米粉　－パンと料理とお菓子－ 高橋　ヒロ　著 池田書店

＊ 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田　奈美　著 小学館

＊ シニア世代の食材冷凍術　－楽らく、ムダなく、健康に－ 本多　京子　著 講談社

＊ 男の子にも女の子にも似合う服 高島　まりえ　著 日本ヴォーグ社

シリアで猫を救う アラー・アルジャリール　著 講談社

池上彰のまんがでわかる現代史　欧米 池上　彰　著 小学館

思考の教室 戸田山　和久　著 NHK出版

羽生善治の受けの教科書 羽生　善治　著 河出書房新社

世界から守ってくれる世界 塚本　はつ歌　著 産業編集センター

正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 くすりの適正使用協議会　監修 くもん出版

ロイヤルシアターの幽霊たち ジェラルディン・マコックラン　著 小学館

ライラックのワンピース 小川　雅子　著 ポプラ社

５分で読書　思いもよらない奇妙な体験 烏目　浩輔　著 KADOKAWA

小説弱虫ペダル　４ 渡辺　航　原作 岩崎書店

◆　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）

とりあえずまちましょう 五味　太郎　作 絵本館

サディがいるよ ジュリー・モースタッド　絵 福音館書店

はりねずみともぐらのふうせんりょこう　－アリソン・アトリ―のおはなし集－ アリソン・アトリ―　作 福音館書店

プララのひこうきびゅーん 武内　祐人　さく・え 大日本図書

ねこのニャンルー どい　かや　作 偕成社

しょうぼうしのくまさん フィービ・ウォージントン　さく・え 福音館書店

ゾウとともだちになったきっちゃん あべ　弘士　絵 福音館書店

ボートやのくまさん フィービ・ウォージントン　さく・え 福音館書店

ねこはるすばん 町田　尚子　作 ほるぷ出版

ことばたんてい　テンテン・マールをおえ 平田　景　絵 新日本出版社

みみずくと３びきのこねこ　新版 アリス・プロベンセン　さく ほるぷ出版

小学低学年　（児童文学・絵本）

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー　作 徳間書店

とどけ、サルハシ！ 葦原　かも　作 小峰書店

にゃんたる刑事 カワダ　クニコ　さく・え PHP研究所

トイレのブリトニー 辻　貴司　作 岩﨑書店

小学中学年　（児童文学・絵本）

あるヘラジカの物語 鈴木　まもる　絵と文 あすなろ書房

神様のパッチワーク 山本　悦子　作 ポプラ社

父さんのことば パトリシア・マクラクラン　作 リーブル

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク　 徳間書店

セント・キルダの子 ベス・ウォーターズ　文・絵 岩波書店

小学高学年　（児童文学）

宇宙の神秘　－時を超える宇宙船－ ルーシー・ホーキング　作 岩崎書店

青春！卓球部 横沢　彰　作 新日本出版社

イルカと少年の歌　－海を守りたい－ エリザベス・レアード　作 評論社

よみもの以外　（その他）

珪藻美術館　－ちいさな・ちいさな・ガラスの世界－ 奥　修　文・写真 福音館書店

しつもん！ドラえもん　教えて！日本史編　－まんがも読める学べるQ&Aブック－ 藤子・F・不二雄　キャラクター原作 小学館

はやしでひろったよ ひさかたチャイルド

ペンと色鉛筆で作るプラバンのアクセサリーBOOK スコレー　著 日東書院本社

イベントおりがみ　新版　－おって楽しい！使ってもり上がる！！－ 主婦の友社　編 主婦の友社

未来につながるまなびば　子ども大学　１　世界を知る こどもくらぶ　編 フレーベル館

小学生からのなんでも法律相談　１巻　法律って何だろう？ 小島　洋祐　監修 文研出版

ミシンなしでかんたん！季節のこども手芸　秋 C・R・K　ｄａｓｉｇｎ　著 理論社

はっけん！ニホンヤモリ 関　慎太郎　写真 緑書房

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
男はつらいよ/お帰り寅さん

カツベン！ 東映

キャッツ

すみっコぐらし/飛び出す絵本ひみつのコ　映画

松竹

《　メ ー カ ー　》

DMM　PICTURES

VIP　BV



　　★参加者には、クリスマスプレゼントがあります★

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

パネルシアター　「森のクリスマス」

大型絵本　「ぐりとぐらのおきゃくさま」

　他

　図書館にある本棚の中から、「クリスマスってなあに？」、「素敵なプレゼント」、「世界のクリスマス」、

「サンタクロースのおはなし」など、クリスマスにおすすめの本を展示します。

【展示期間】　１２月５日（土）～１２月２５日（金） ✧随時貸出可

【展示場所】　本館１階展示コーナー

お正月あそびを楽しもう！ ＊あいとへいわ展イベント＊

　 　　　ぶんぶんゴマ、巨大すごろく、おりがみ、 図書館ボランティア「きいろいつばさ」が
　　　カルタでみんなで楽しく遊びましょう。　 　お手玉を作りをお手伝いし、みんなで遊びます。
　　　お友達や家族と一緒に、遊びに来てね！ 《日　時》　令和３年１月２４日（日）　　

《日　時》　令和３年１月９日（土）　  １３時３０分～１４時３０分

　１３時３０分～１６時 《会　場》　東西公民館　和室　（本館3階）

《会　場》　本館２階 視聴覚室 《対　象》　幼児・小学生　（市外にお住まいの方でも可）

《対　象》　市内在住の幼児・小学生とその保護者 ※針を使用しますので、小さなお子さまは、親子でご参加ください。

《定　員》　親子合わせて１５名 《定　員》　８組 （先着順　定員になり次第締切）

　（先着順　定員になり次第締切） 《申込み》　１２月１８日（金）９時～

《申込み》１２月１５日（火）９時～ 　 本館カウンターで受付開始　（電話可）

 本館カウンターで受付開始（電話可） 《持ち物》　糸きりばさみ　または　ハサミ

本館、文化センター図書室ともに

12月28日（月）から、1月4日（月）まで休館となります。

※この期間中の返却は、ブックポストをご利用ください。

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
地下：音楽室

東西公民館
3階：会議室1・2

どなたでも可

幼児～

『サンタとおはなしの会』


