
   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〉

✦お正月あそびをたのしもう！　親子わいわい広場 7 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」② 11 日（月）  東西公民館　和室

✦あいとへいわ展イベント 17 日（日） 東地区コミュニティセンター会議室１.・２

「みんなで作ってあそぼう！　おてだまの会」 8 日（金）  東西公民館　会議室1・2

✦展示　「色々な働き方を知る　ビジネス書展」 9 日（土）  東西公民館　実習室

✦展示　「第５２回書き初め展」

20 日（水）

27 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、1月中に通知ハガキをお送りします。

★お正月あそびをたのしもう！　親子わいわい広場　1月9日（土）13:30～16:00 ※事前申込制　12/15～　（定員15名）

★子育て講座　「絵本とおしゃべりのへや」②　1月15日（金）10:00～11:30 ※事前申込制　11/10～　（定員8組）

★あいとへいわ展イベント　　「みんなで作ってあそぼう！　おてだまの会」　　1月24日（日）13:30～14:30
※事前申込制　12/18～　（定員8組）

　 《図書館開館日》 ＜開館時間＞

　 ○本　　館
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1 2 通 常・・・9時～17時

3 4 5 6 7 8 9 木・金・・・9時～19時
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～今月の行事予定～
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 俳句会

 古文書を読む会 13時30分～

 東西公民館　会議室1・213時00分～17 日（日）

図書館ウェブサイト
QRコード

１月の図書館講座短歌会は、新春短歌教室を開催します。

１首詠草をお持ちになり参加してみませんか。（見学のみも可能）

【開 催 日】 令和3年１月１7日（日）

【講 師】 藤岡 武雄 氏（すその牧水を語る会 元 日本歌人クラブ会長）

【内 容】 各自の詠草の発表。講師からのアドバイス。

【定 員】 １０名(申込先着順)



《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

新宿特別区警察署Ｌの捜査官 吉川　英梨　著 KADOKAWA

悪魔を殺した男 神永　学　著 講談社

沙漠と青のアルゴリズム 森　　晶麿　著 講談社

チンギス紀９  日輪 北方　謙三　著 集英社

美麗島プリズム紀行 乃南　アサ　著 集英社

るん〈笑〉 酉島　伝法　著 集英社

お龍のいない夜 風野　真知雄　著 小学館

十の輪をくぐる 辻堂　ゆめ　著 小学館

今夜 小野寺　史宜　著 新潮社

2020年の恋人たち 島本　理生　著 中央公論新社

Ｓｅｖｅｎ　Stories -星が流れた夜の車窓から- 糸井　重里　著 文藝春秋

傍聴者 折原　一　著 文藝春秋

サンクチュアリ 岩城　けい　著 筑摩書房

日曜日は青い蜥蜴 恩田　陸　著 筑摩書房

１９８４年に生まれて 郝　景芳　著 中央公論新社

棚からつぶ貝 イモトアヤコ　著 文藝春秋

図解まるわかり５Gのしくみ 飯森　英二　著 翔泳社

渋沢栄一運命を切り拓く言葉 渋沢　栄一　著　 清談社Pubｌico

登山式DE防災習慣-もしも・・・に慌てない- 鈴木　みき　著 講談社

３0代夫婦が建てたナチュラルで明るい家(Come home ! HOUSING 10) 主婦と 生活社 主婦と生活社

パワーエレクトロニクス 佐久川　貴志 森北出版

誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木　登紀子　著 小学館

東京ディズニーシーベストガイド2021－2022 (Disney　in  Pocket) 講談社編集 講談社

どすこいな日々 関取　花　著 晶文社

水のように 浪花　千栄子　著 朝日新聞出版

＊ 鍋おかず100　－煮込み・蒸し・スープ－ 鈴木　理乃　著 長岡書店

＊ ばぁばのおせち　－健康と幸せを招く－ 鈴木　登紀子　著 文化学園文化出版局

＊ はじめてでもおいしく作れるリゾット・ピラフ・パエリア 上田　淳子　著 家の光協会

＊ 雑煮３６５日　－お椀ひとつで一汁一菜－ 松本　栄文　著 ＮＨＫ出版

私を月に連れてって 鈴木　るりか　著 小学館

大切な人は今もそこにいる 千葉　望　　著 理論社

ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田　樹　　著 晶文社

音楽で生きる方法 相澤　真一　著 青弓社

淡海乃海　水面が揺れる時９ イスラーフィール　著 TOブックス

恋話(こいばな)ミラクル1ダース にかいどう　青　著 講談社

オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レノルズ　著 偕成社

見た目レンタルショップ　化けの皮 石川　宏千花　著 小学館

１３歳からの「ネットのルール」 小木曽　健　監修 メイツユニバーサルコンテンツ

「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ 河出書房新社　編 河出書房新社

実業之日本社勝又　健太　著

古井　由吉　著 草思社

沢渡　あまね　著 技術評論社

※　文化センター図書室の新着は＊印です。

書く、読む、生きる-一行も書けなくなるような境地がある。そこにさら
されたとき、その奥から何かが見えてくる。-

２１世紀最強の職業Web系エンジニアになろう-ＡＩ/ＤＸ時代を生き抜く
ためのキャリアガイドブック-

筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ保存版　－十二支の年賀状と、
気持ちを届けるはがき－

業務改善の問題地図-「で、どこから変える？」進まない、続かない、
だれトク改善ごっこ-

◆　小説 　◆

◆　実用書　◆

誠文堂新光社

◆　ヤングアダルト　◆

＊
メイツユニバーサ
ルコンテンツ安達　由香里　監修

おうちで楽しむためのアフタヌーンティーＬESSON（メイツ出版のコツ
がわかる本）－プロが教える「心満たすお茶会」のコツ－

宇田川　一美　著



　《　　書　　　　　名　　》 《　著　　　者　》 《 出 版 社 》

◆　児童書　　◆
幼児（児童文学・絵本）

ねこのオーランドー３びきのグレイス キャスリーン・ヘイル　さく 好学社

ふゆごもりのまえに ジャン・ブレット　さく 福音館書店

まどのむこうのくだものなあに？ 荒井　真紀　さく 福音館書店

もりのおふとん 西村　敏雄　さく 福音館書店

うごきません。 柴田　ケイコ　絵 パイインターナショナル

スマイルショップ きたむら　さとし　作 岩波書店

ねこはすっぽり 松田　奈那子　文 こぐま社

サンタさん 長尾　玲子　さく 福音館書店

野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで 長谷川　直子　え 福音館書店

ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ ミルヤ・プラープマン　ぶん ほるぷ出版

トゥクパをたべよう　－インドのごちそうスープ－ シルパ・ラナデ　え イマジネイション・プラス

コんガらガっちなにになってすすむ？の本 ユーフラテス 小学館

小学低学年　（児童文学・絵本）

クリスマスツリーをかざろうよ トミー・デ・パオラ　作 光村教育図書

みどりのバアバ 下田　昌克　絵 童心社

うまれたよ！フグ 松沢　陽士　文 岩﨑書店

インクレディブルホテル イザベル・フォラス　絵 BL出版

小学中学年　（児童文学・絵本）

橋のうえの子どもたち(文学の扉) パドマ・ヴェンカトラマン　作 講談社

那須与一　－扇の的－ 宇野　亞喜良　絵 講談社

クローバーと魔法動物２　魔法より大切なもの ケイリー・ジョージ　作 童心社

西遊記１４　寂の巻 呉　承恩　作 理論社

僕の犬スーザン 二コラ・デイビス　文 あすなろ書房

クリスマスの小屋　－アイルランドの妖精のおはなし－ ルース・ソーヤー　再話 福音館書店

小学高学年　（児童文学）

インド神話 沖田　瑞穂　編訳 岩波書店

よみもの以外　（その他）

サンゴ礁の海　－生きるための知恵くらべ－ 大方　洋二　著 岩崎書店

地球村のこどもたち　２　生命　－発展途上国から見たSDGs－ 石井　光太　著 少年写真新聞社

子どものためのスポーツ食トレ　－子どもたちに伝えたい！スポーツ栄養とレシピ－ 亀井　明子　監・著 少年写真新聞社

消えたレッサーパンダを追え！　－警視庁「生きもの係」事件簿－ たけたに　ちほみ　文 学研プラス

eスポーツはじめて事典１　eスポーツって、なに？ 筧　誠一郎　監修 文渓堂

３６６日じてん　－きょうはなんの記念日？－ 平野　恵理子　著 偕成社

潜入！天才科学者の実験室３　「もの」は何からできている？ 佐藤　文隆　編著 汐文社

《　タ イ ト ル　》

◆　DVD　◆
＊ 新聞記者

＊ストリート・オブ・ライフ　わたしの若草物語

＊カリオストロの城

角川書店

《　メ ー カ ー　》

スタジオジブリ

ソニー・ピクチャーズ・エンターテイメント



「色々な働き方を知るビジネス書展」
浸透してきているテレワーク・リモートワーク、新しい働き方

の心構えを知るビジネス書の展示になります

【期間】 １月９日（土）～１月３０日（土） （期間中、貸出もできます）

【会場】 本館１階展示コーナー

市内小・中学校書初め展を開催します。

市内の各小学校（９校）・中学校（5校）から選出された１３８点の作

品を展示します。

【期 間】 １月２７日（水）～２月７日（日） 午前９時～午後５時

※木・金曜日・・・午後７時まで

【会 場】 本館２階展示室

【作品数】１３８点(小学校９校・中学校５校）

１月の展示

【日 時】 令和3年2月27日（土） 13：30～15：30

【会 場】 東西公民館 会議室１・２・３（鈴木図書館本館３階）

【講 師】 科学あそび“ミュウ”のみなさん

【内 容】 ペーパークロマトグラフィーでペンの色にかくれている色を見つける実験やそ

のことを利用してカラフルコースター作りをします

【対 象】 市内在住の幼児から小学生とその保護者

【定 員】 １０組(申込先着順) ※定員になり次第、締め切ります

【持 ち 物】 筆記用具・はさみ・水性のサインペン（黒色必須）

※ご自宅で使っているもので可

【申 込 み】 ２月６日(土) 午前９時より鈴木図書館本館１階カウンターにて受付（電話可）

お気軽にお越しください。

身近にあるものを使って、科学あそびを体験してみませんか♪

「第５２回書き初め展」


