
≪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》
21  日（水）

29  日（木）

17  日（土）

2  日（金） 　東西公民館　和室

4  日（日） 　東西公民館　会議室１・２

8  日（木）   東西公民館　和室

9  日（金） 　東西公民館　会議室２・３

10  日（土） 　東西公民館　実習室

11  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 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 　館内整理日

25 26 27 28 29 30
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発行：裾野市立鈴木図書館

図書館映画会 14時00分～ 　裾野市生涯学習センター　学習ホール

 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

４月23日(金)～5月12日(水)

 美術教室 10時00分～

図書館講座

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

 俳句会 13時00分～

図書館行事

 茶道教室Ⅰ

 古文書を読む会 13時30分～

テーマ展示　『旅行ガイドブック展』 ４月10日(土)～４月17日(土)
　本館1階 展示コーナー 

<開館時間>

4月

短歌会 13時00分～

13時00分～

テーマ展示　『Go To 本の旅　日本編』

図書館ウェブサイト

QRコード

4月の展示

さあ、本を開いて、広い世界へ出発しましょう！

【 期間 】 4月23日（金）～5月12日（水） (期間中、貸出もできます)

【 会場 】 本館1階 展示スペース

テーマ 『Go To 本の旅 日本編』

～想像の旅はどこへでも行ける(児童書)

テーマ 『旅行ガイドブック展』(一般書)

観光の疑似体験をしてもらうガイドブックや観光地の紹介図書などの展示を行います。

【 期間 】 4月10日（土）～4月17日（土） (展示期間終了後から貸出可)

【 会場 】 本館1階 展示スペース



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

図解版科学的潜在意識の書きかえ方 小森　圭太／著 廣済堂出版 本館 159 ｺ

軍事郵便は語る　－戦場で綴られた日露戦争とその時代／信毎選書　29－ 桂木　惠／著
長野：信濃毎日新聞

社
本館 210.6 ｶ

東京　[2021]第3版　－おとな旅プレミアム／関東　2－
TAC株式会社出版

事業部
文化 291.3 ﾄ

京都　[2021]第3版　－おとな旅プレミアム／関西　1－
TAC株式会社出版

事業部
文化 291.6 ｷ

沖縄　[2021]第3版　－おとな旅プレミアム／九州沖縄　4－
TAC株式会社出版

事業部
文化 291.9 ｵ

小さな会社のSDGs実践の教科書　－1冊で基礎からアクション、マネジメントまでわかる－ 青柳　仁士／著 翔泳社 本館 335.1 ｱ

イチバンやさしい簿記入門　－イラスト&図解－ 南　伸一／著 西東社 本館 336.9 ﾐ

ハラスメント大全　－それ、やってはいけない!－ 野原　蓉子／監修 青春出版社 本館 366.3 ﾊ

処女の道程 酒井　順子／著 新潮社 本館 367.9 ｻ

理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム　－動線と収納がゆとりを生み出す－ 水越　美枝子／著 大和書房 文化 527 ﾐ

クラウド時代のネットワーク入門　－要素技術、設計運用の基本、ネットワークパターン－ 大喜多　利哉／著 翔泳社 本館 547.4 ｵ

子ども服の教科書　－はじめてさんでもおしゃれに作れる／すべての手順が写真で見れるか
ら、初心者さんでもわかりやすい!－

清松　加奈子／著 新星出版社 文化 593.3 ｷ

世界のおやつ　－おうちで作れるレシピ100／World Oyatsu 100 Recipes You Can Make at
Home－

鈴木　文／著
パイインターナショナ

ル
文化 596.6 ｽ

「志」アイスショーに賭ける夢 真壁　喜久夫／著 新書館 本館 784.6 ﾏ

ベトナム人に日本語を教えるための発音ふしぎ大百科 金村　久美／著 ひつじ書房 本館 810.7 ｶ

利生の人　－尊氏と正成－ 天津　佳之／著
日経BP日本経済新

聞出版本部
本館 913.6 ｱ

草原のサーカス 彩瀬　まる／著 新潮社 本館 913.6 ｱ

馬疫 茜　灯里／著 光文社 本館 913.6 ｱ

あなたも名探偵 市川　憂人／著 東京創元社 本館 913.6 ｱ

田中家の三十二万石 岩井　三四二／著 光文社 本館 913.6 ｲ

和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司／著 ポプラ社 本館 913.6 ｵ

ヴィンテージガール　－仕立屋探偵桐ケ谷京介／“vintage girl”:the dressmaker detective－ 川瀬　七緒／著 講談社 本館 913.6 ｶ

代理母、はじめました 垣谷　美雨／著 中央公論新社 本館 913.6 ｶ

リリアン 岸　政彦／著 新潮社 本館 913.6 ｷ

ウィーン近郊 黒川　創／著 新潮社 本館 913.6 ｸ

走れ、若き五右衛門 小嵐　九八郎／著 講談社 本館 913.6 ｺ

悪の芽 貫井　徳郎／著 KADOKAWA 本館 913.6 ﾇ

【４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

建築家になりたい君へ　－14歳の世渡り術－ 隈　研吾／著 河出書房新社 本館 Y 520 ｸ

あしたの幸福 いとう　みく／著 理論社 本館 Y 913 ｲ

Mガールズ 濱野　京子／著 静山社 本館 Y 913 ﾊ

強制終了、いつか再起動 吉野　万理子／著 講談社 本館 Y 913 ﾖ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

平和の女神さまへ 平和ってなんですか? －おはなしSDGs 平和と公正をすべての人に／お
はなしSDGs－

小手鞠　るい／作 講談社 本館 319 ｺ

子どもへのハラスメント　－正しく知って、人権を守ろう!／楽しい調べ学習シリーズ－ 喜多　明人／監修 PHP研究所 本館 369 ｺ

ツリーハウスの風　－おはなしSDGs 気候変動に具体的な対策を／おはなしSDGs－ 楠木　誠一郎／作 講談社 本館 519 ｸ

ぼくらの青　－おはなしSDGs 海の豊かさを守ろう／おはなしSDGs－ 佐藤　まどか／作 講談社 本館 519 ｻ

プロから学ぶ修理ずかん 3 －モノに対するすてきなキモチを育てよう!／使い勝手がわるく
なったら－

フレーベル館 本館 590 ﾌﾟ

未来を変えるレストラン　－おはなしSDGs つくる責任つかう責任／おはなしSDGs－ 小林　深雪／作 講談社 本館 611 ｺ

1ねん1くみの女王さま　－キッズ文学館－ いとう　みく／作 学研プラス 本館 913 ｲ

モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉　幸子／作 小峰書店 本館 913 ｶ

さくら村は大さわぎ 朽木　祥／作 小学館 本館 913 ｸ

おねぼうさんはだあれ? 片山　令子／文 学研プラス 本館 E ｱ

プロから学ぶ修理ずかん 3 －モノに対するすてきなキモチを育てよう!／使い勝手がわるく
なったら－

フレーベル館 本館 590 ﾌﾟ

未来を変えるレストラン　－おはなしSDGs つくる責任つかう責任／おはなしSDGs－ 小林　深雪／作 講談社 本館 611 ｺ

1ねん1くみの女王さま　－キッズ文学館－ いとう　みく／作 学研プラス 本館 913 ｲ

モンスター・ホテルでおばけやしき 柏葉　幸子／作 小峰書店 本館 913 ｶ

さくら村は大さわぎ 朽木　祥／作 小学館 本館 913 ｸ

おねぼうさんはだあれ? 片山　令子／文 学研プラス 本館 E ｱ

はらすきー　－講談社の創作絵本－
あきやま　ただし／作・

絵
講談社 本館 E ｱ

【視聴覚】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

パブリック　図書館の奇跡　D1　ﾊﾟ　1701
制作・監督・脚本・主演/
エミリオ・エステベスほ

か
バップ 本館 D1 パ 1701

影裏　Ｄ2　ｴ　1700
監督/大友啓史　出演/
綾野剛・筒井真理子ほ

か　原作/沼田真祐
アニプレックス 本館 Ｄ2 ｹﾞ 1700

全国共通　テレワークをはじめよう　⓵入門編　D3　ｾﾞ　1698 ナレーション/くまかつみ
十影堂エンターテイ

メント
本館 D3 ｾﾞ 1698

全国共通　テレワークをはじめよう　②応用編　D3　ｾﾞ　1699 ナレーション/くまかつみ
十影堂エンターテイ

メント
本館 Ｄ3 ｾﾞ 4699



図書館からのお願い

図書館では、破損した本は専用の修理用具や材料で修理しています。

借りた本のページ等が やぶれたり、取れてしまった場合は“セロハンテープ”や “のり”

などで修理をせずに、そのまま図書館までお持ちください。

また、本に付箋をつけたまま返却される方がいらっしゃいます。付箋を取る時に紙が

破れたり、印字がはがれてしまうことがあったり、付箋についているのりが少し残ってし

まい紙を劣化させる原因になる場合があります。

皆さんが読む本になりますので、しおりや紙をはさむようにお願いします。

こどもたちにもっと本を！との願いから、｢こどもの読書週

間｣は1959年(昭和34年)にはじまりました。

もともとは、5月5日の｢こどもの日｣を中心とした2週間(5月

1日～14日)でしたが、2000年より今の4月23日(世界本の

日・子ども読書の日)～5月12日になりました。

《 日 時 》 ４月１７日（土） １４時００分～１５時３１分（１３時４０分開場）

《 会 場 》 裾野市生涯学習センター 学習ホール

《 部 門 》 アニメ

《 定 員 》 ９８名（整理券配布）

《 対 象 》 幼児～

入 場 無 料

※４月３日（土）午前９時より図書館と文化センターにて申込制(名前・住所・電話番

号）で整理券を配布します。電話申し込みも可としますが、後日、整理券を受け取り

に来てください。

・当日は整理券がない方でも座席に余裕があれば入場可能です。

・ご来場の際、マスクの着用をお願いします。(２歳以下のお子様は不要)

・新型コロナウィルス感染拡大状況により中止になる場合があります。

(C) 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.


