
≪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

《今月の行事予定》
17  日（水）

24  日（水）

4  日（木）   東西公民館　和室

5  日（金） 　東西公民館　和室

7  日（日） 　東西公民館　会議室１・２

12  日（金） 　東西公民館　会議室２・３

13  日（土） 　東西公民館　実習室

14  日（日） 　東西公民館　会議室１・２

　【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。

　 《図書館開館日》

　 ○本　　館

日 月 火 水 木 金 土 　 ○文化センター図書室

1 2 3 4 5 6 通 常・・・9時～17時

7 8 9 10 11 12 13 木・金・・・9時～19時

14 15 16 17 18 19 20 　休館日

21 22 23 24 25 26 27 　館内整理日

28 29 30 31

<開館時間>

 美術教室 10時00分～

短歌会 13時00分～

図書館講座

 茶道教室Ⅰ 13時00分～

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

 俳句会 13時00分～

 古文書を読む会 13時30分～

新型コロナウイルス関連図書展 3月6日(土)～3月27日(土) 　本館1階 展示コーナー 
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裾野市立 2021年3月号

発行：裾野市立鈴木図書館

図書館行事
 ファーストブック
 セカンドブック

9時～12時
　本館2階 視聴覚室・文化センター図書室

13時～16時

図書館ウェブサイト

QRコード

３月の展示

新型コロナウイルスに関連する図書と感染症対策・アフターコロナなどの図書を展示

【 期間 】 3月6日（土）～3月27日（土） (期間中、貸出もできます)

【 会場 】 本館1階 展示スペース

リサイクルブックコーナー

図書館で所蔵していた図書で除籍した資料(一般書・児童書)を無料でお譲りします！

【 日時 】 2月26日（金）～ 午前9時～午後5時〔木曜日・金曜日は午後7時まで〕

【 会場 】 本館1階 玄関ホール

❏ 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、無くなり次第終了します。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

音声UX　－ことばをデザインするための111の法則／音声によるユーザーエクスペリエンスを最適化するた
めの道筋／VOICE USER EXPERIENCE:111 LAWS FOR DESIGNING CONVERSATION－

安藤　幸央／著 技術評論社 本館 007.1 ｱ

今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業で活用する本　－Imasugu
Tsukaeru Kantan Series－

マイカ／著 技術評論社 本館 007.3 ｲ

世界一わかりやすいZoomマスター養成講座　－改訂版－ タナカ　ミカ／著 つた書房 本館 007.3 ﾀ

絵でわかるパラドックス大百科　－“深読み力”が楽しく身につく50のパラドックス／増補第2
版／ニュートンムック－

ニュートンプレス 本館 116 ｴ

Think right　－誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法－ ロルフ・ドベリ／著 サンマーク出版 本館 141.5 ﾄﾞ

渋沢栄一　－天命を楽しんで事を成す／別冊太陽／日本のこころ　285－ 鹿島　茂／監修 平凡社 本館 289.1 ｼ

青天を衝け　－渋沢栄一とその時代／NHKシリーズ／NHK大河ドラマ歴史ハンドブック－ NHK出版 本館 289.1 ｼ

1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 松井　秀郎／編 山川出版社 本館 291.0 ｾ

これって個人情報なの?意外と知らない実務の疑問　－2020年改正対応!／第2版－ 稲葉　一人／共著 税務研究会出版局 本館 316.1 ｲ

一気にわかる!池上彰の世界情勢　2021　－新型コロナに翻弄された世界編－ 池上　彰／著 毎日新聞出版 本館 319 ｲ

男の子を大きく伸ばす方法ダメにしない秘訣 たかもり　くみこ／著 さくら舎 本館 379.9 ﾀ

朝日文左衛門の食卓 大下　武／著 ゆいぽおと 本館 383.8 ｵ

食べて、やせる!おうちdeダイエット　－巣ごもりだけで10キロ減!－ 菊池　真由子／著 三笠書房 本館 498.5 ｷ

伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ タサン志麻／著 ワニブックス 本館 596 ﾀ

桜庭一樹のシネマ桜吹雪 桜庭　一樹／著 文藝春秋 本館 778.2 ｻ

文豪たちの西洋美術　－カラー版／夏目漱石から松本清張まで－ 谷川　渥／著 河出書房新社 本館 910.2 ﾀ

イグジット　－Exit－ 相場　英雄／著 日経BP 本館 913.6 ｱ

ヘーゼルの密書　－The Peace Feelers－ 上田　早夕里／著 光文社 本館 913.6 ｳ

応仁悪童伝 木下　昌輝／著 角川春樹事務所 本館 913.6 ｷ

コンジュジ　－cônjuge－ 木崎　みつ子／著 集英社 本館 913.6 ｷ

天下一のへりくつ者 佐々木　功／著 光文社 本館 913.6 ｻ

元彼の遺言状　－Will of ex‐boyfriend－ 新川　帆立／著 宝島社 本館 913.6 ｼ

書医あづさの手控(クロニクル)　－書誌学入門ノベル!－ 白戸　満喜子／著 文学通信 本館 913.6 ｼ

旅する練習 乗代　雄介／著 講談社 本館 913.6 ﾉ

鬼哭の銃弾　－Wailing Bullets－ 深町　秋生／著 双葉社 本館 913.6 ﾌ

猫がこなくなった 保坂　和志／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾎ

零から0へ まはら　三桃／著 ポプラ社 本館 913.6 ﾏ

【3月の新着案内】　（図書館WEBサイトでもお知らせしています）



【ヤングアダルト】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

5分で読書　－驚愕のミライ／カドカワ読書タイム－ カドカワ読書タイム／編 KADOKAWA 本館 Y 913 ｺﾞ

鬼滅の刃　[1]　－JUMP J BOOKS／しあわせの花－ 吾峠　呼世晴／[原]著 集英社 本館 Y 913.6

ログ・ホライズン　－外伝／新たなる冒険の大地／LOG HORIZON－ 池梟　リョーマ／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ｲ

マジック・メイカー　2　－異世界魔法の作り方／MFブックス／Magic Maker:How to Create Magic in Another World－ 鏑木　カヅキ／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ｶ

百花宮のお掃除係　3　－転生した新米宮女、後宮のお悩み解決します。／カドカワBOOKS　W-く-2-1-3－ 黒辺　あゆみ／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ｸ

捨てられ白魔法使いの紅茶生活　2　－カドカワBOOKS　W-せ-2-2-2－ 瀬尾　優梨／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ｾ

創竜伝　15　－講談社ノベルス　タK-35／旅立つ日まで－ 田中　芳樹／著 講談社 本館 Y 913.6 ﾀ

異世界のんびり農家　09　－Farming life in another world－ 内藤　騎之介／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ﾅ

詩人になりたいわたしX
エリザベス・アセヴェド

／作
小学館 本館 Y 933 ｱ

つるぎのかなた　4　－電撃文庫　3739－ 渋谷　瑞也／著 KADOKAWA 本館 YB 913.6 ｼ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

クイズでわかる小学生からのネットのルール 鈴木　朋子／監修 主婦の友社 本館 007 ｸ

大注目!写真とイラストでわかる大正時代をのぞいてみよう
『大正時代をのぞいてみ
よう』編集委員会／編著

汐文社 本館 210 ﾀﾞ

真実を発見!科学捜査　－DNA鑑定から死因究明まで／子供の科学サイエンスブックスNEXT
／動画でも学べる!－

石澤　不二雄／監修 誠文堂新光社 本館 317 ｼ

国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会　－地球の悲鳴が聞こえませんか?－ 国谷　裕子／監修 文溪堂 本館 519 ｸ

サツマイモ大図鑑　－サツマイモのすべて－ 大木　邦彦／文・構成 あかね書房 本館 616 ｵ

5回で折れるかざれる!あそべる!おりがみ 3 －ハンバーガー、おすし、カレーライスほか／
食べもの－

いしかわ　まりこ／作 汐文社 本館 754 ｲ

あかいそりにのったウーフ　－くまの子ウーフのおはなし　3－ 神沢　利子／作 ポプラ社 本館 913 ｶ

オニタロウ　－福音館創作童話シリーズ－ こさか　まさみ／文 福音館書店 本館 913 ｺ

アーヤと魔女
ダイアナ・ウィン・ジョー

ンズ／作
徳間書店 本館 933 ｼﾞ

ねこ学校のいたずらペーター
アンネリース・ウムラウ

フ=ラマチュ／作
徳間書店 本館 943 ｳ

名探偵カッレ 危険な夏の島　－リンドグレーン・コレクション－
アストリッド・リンドグ

レーン／作
岩波書店 本館 949 ﾘ

つばきレストラン　－幼児絵本ふしぎなたねシリーズ－ おおたぐろ　まり／さく 福音館書店 本館 E ｵ

ぼくはカメレオン たしろ　ちさと／さく グランまま社 本館 E ﾀ

6つの色　－色彩えほん／こどもの色彩感覚を育てる絵本シリーズ　1－ とだ　こうしろう／作・絵
飯能：戸田デザイン

研究室
本館 E ﾄ

おばけのジョージーこいぬをつれだす ロバート・ブライト／さく 好学社 本館 E ﾌﾞ



図書館からのお願い

住所や電話番号が変更になった方は、お申出ください。

特に、本や視聴覚資料の予約をされている方は、お早めにお願いします。

また、遠方に引っ越されるなど、今後、図書館をご利用にならない方は、

図書利用券および借りた本や視聴覚資料の返却についても忘れずにお願

いします。

CD・DVDの丁寧な取り扱いについて(お願い)


