
≪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》
12  日（土）

16  日（水）

3  日（木） 　東西公民館　和室

4  日（金） 　東西公民館　和室

6  日（日） 　東西公民館　会議室１・２

11  日（金） 　東西公民館　会議室２・３

12  日（土） 　東西公民館　実習室

13  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 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 　蔵書点検

27 28 29 30
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 美術教室 10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

 古文書を読む会 13時30分～

YAテーマ展示　『ライトノベル』展 5月29日(土)～6月19日(土) 　本館1階 展示コーナー 

<開館時間>

6月

短歌会 13時00分～

13時00分～

図書館行事
 ファーストブック
 セカンドブック

　本館2階 展示室・文化センター図書室9時～12時

図書館ウェブサイト

QRコード

6月の展示

テーマ 『ライトノベル展』(ヤングアダルト)

中高生から大人の方まで、幅広く人気のあるジャンル『ライトノベル』を展示中です。

【 期間 】 5月29日（土）～6月19日（土） (展示期間中貸出可)

蔵書点検のお知らせ

６月２２日（火 ）より６月３０日（水）まで 裾野市立鈴木図書館 本館・文化センター図書室は 蔵書点検のため図書

館をお休みさせていただきます。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、図書館をよりよい状態でご利用いただくため必要な 作業ですので、何卒ご理

解とご協力をお願い致します。

なお期間中の本・雑誌・視聴覚資料の返却は、ブックポストへお願いします。

※視聴覚資料は必ず貸出袋に入れて返却して下さい 。

「蔵書点検」とは、図書館にある本や雑誌・視

聴覚資料といった全ての資料の所在を調べる

作業のことです。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

ネット中傷駆け込み寺 佐藤　佳弘／著 111607487 本館 007.3 ｻ

図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村　泰洋／著 111607693 本館 007.6 ﾆ

アーミッシュの老いと終焉 堤　純子／著 111607982 本館 198.9 ﾂ

るるぶ札幌　'22小樽 富良野 旭山動物園／るるぶ情報版／北海道　2 111607495 本館 291.1 ﾙ

歩く地図鎌倉・横浜散歩　2022SEIBIDO MOOK／Guide Series 111607701 本館 291.3 ｱ

東京サイクリング　23区編ヤエスメディアムック　677 111607826 本館 291.3 ﾄ

いやです、だめです、いきません親が教える子どもを守る安全教育／岩崎書店の子育てシ
リーズ

清永　奈穂／著 111607933 本館 368.6 ｷ

小学生の子の学力を『ほめる・叱る』で伸ばすコツ「しつけ」を科学的に分析してわかった 菊池　洋匡／著 111607735 本館 379.9 ｷ

マンガでわかる日本料理の常識日本の食文化の原点となぜ?がひと目でわかる 長島　博／監修 111607743 本館 383.8 ﾏ

中高生からの親子で学ぶおかね入門暮らしとおかね Vol.9 前野　彩／著 111607776 本館 591 ﾏ

プロのおうちごはんNHKプロフェッショナル仕事の流儀
NHK「プロフェッショナル
仕事の流儀」制作班／

編
111607784 本館 596 ﾌﾟ

藤井恵さんのむずかしくないお魚レシピ 藤井　恵／著 111607834 本館 596.3 ﾌ

弘前アップルパイレシピBOOK
弘前観光コンベンション協会

／監修
111607602 本館 596.6 ﾋ

おうちでかんたんごちそう抹茶ドリンク京都・宇治山政小山園 山政小山園／著 111607610 本館 596.7 ｵ

謎解き鳥獣戯画とんぼの本 芸術新潮編集部／編 111607925 本館 721.2 ﾅ

阿川佐和子のこの棋士に会いたい将棋の天才たちの本音に迫る抱腹絶倒11のトーク。／文
春ムック

阿川　佐和子／[著] 111607792 本館 796.0 ｱ

わたし、定時で帰ります。　[3]ライジング／NO WORKING AFTER HOURS! 朱野　帰子／[著] 111607180 本館 913.6 ｱ

冬華 大倉　崇裕／著 111607040 本館 913.6 ｵ

悪魔には悪魔を 大沢　在昌／著 111607073 本館 913.6 ｵ

めぐりんと私。“Megurin”and Me 大崎　梢／著 111607214 本館 913.6 ｵ

小島 小山田　浩子／著 111607370 本館 913.6 ｵ

天外者(てんがらもん)映画ノベライズ
小松　江里子／原作脚

本
111607859 本館 913.6 ｵ

片をつける 越智　月子／著 111607867 本館 913.6 ｵ

MRMedical Representative 久坂部　羊／著 111606992 本館 913.6 ｸ

曲亭の家 西條　奈加／[著] 111607016 本館 913.6 ｻ

小説8050 林　真理子／著 111607388 本館 913.6 ﾊ

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著 210094355 文化 913.6 ﾋ

【6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

武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田　律／著 120704408 本館 Y 333 ﾐ

「ハーフ」ってなんだろう?あなたと考えたいイメージと現実／中学生の質問箱
下地　ローレンス吉孝／

著
120704390 本館 Y 361 ｼ

「役に立たない」研究の未来 初田　哲男／著 111607099 本館 Y 407 ﾔ

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上　祐紀／著 120704309 本館 Y 498 ｲ

社会を変えた50人の女性アーティストたち
レイチェル・イグノトフス

キー／著
120704325 本館 Y 702 ｲ

ショートショートでひらめく文章教室14歳の世渡り術 田丸　雅智／著 120704317 本館 Y 901 ﾀ

ゴースト・ボーイズぼくが十二歳で死んだわけ
ジュエル・パーカー・ロー

ズ／著
120704382 本館 Y 933 ﾛ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

ネットの約束今から知っておきたいルールとマナー
日経BPコンサルティン

グ情報セキュリティ研究
会／著

120704481 本館 007 ﾈ

未来をつくるあなたへ岩波ジュニアスタートブックス／ジュニスタ 中満　泉／著 120704432 本館 304 ﾅ

おとなを動かす悩み相談クエストこども六法NEXT 山崎　聡一郎／監修 120704192 本館 371 ｵ

サステナブル・ビーチ 小手鞠　るい／作 120704242 本館 913 ｺ

名探偵コナン赤井秀一緋色の回顧録(メモワール)セレクション狙撃手の極秘任務(アンダーカ
バー)小学館ジュニア文庫　ジあ-2-45

青山　剛昌／原作・イラ
スト

120704556 本館 913 ｻ

ろくぶんの、ナナ 林　けんじろう／作 120704218 本館 913 ﾊ

都会(まち)のトム&ソーヤ　17YA!ENTERTAINMENT／逆立ちするライオン はやみね　かおる／[著] 120704614 本館 913 ﾊ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15 廣嶋　玲子／作 120704457 本館 913 ﾋ

怪奇漢方桃印　[4]なかなかやばいの違反解除湯 廣嶋　玲子／作 120704499 本館 913 ﾋ

ほねほねザウルス　24マヨイの森のステゴサウルス
カバヤ食品株式会社／

原案・監修
120704606 本館 913 ﾎ

名探偵コナン赤井秀一緋色の回顧録(メモワール)セレクション狙撃手の極秘任務(アンダーカ
バー)小学館ジュニア文庫　ジあ-2-45

青山　剛昌／原作・イラ
スト

120704556 本館 913 ｻ

ろくぶんの、ナナ 林　けんじろう／作 120704218 本館 913 ﾊ

都会(まち)のトム&ソーヤ　17YA!ENTERTAINMENT／逆立ちするライオン はやみね　かおる／[著] 120704614 本館 913 ﾊ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　15 廣嶋　玲子／作 120704457 本館 913 ﾋ

怪奇漢方桃印　[4]なかなかやばいの違反解除湯 廣嶋　玲子／作 120704499 本館 913 ﾋ

ほねほねザウルス　24マヨイの森のステゴサウルス
カバヤ食品株式会社／

原案・監修
120704606 本館 913 ﾎ

神さまの通り道スサノオさんキレてるんですけど 村上　しいこ／作 120704358 本館 913 ﾑ

クローバーと魔法動物　3ライバルは夏の終わりに ケイリー・ジョージ／作 120704572 本館 933 ｼﾞ



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》①令和３年７月１６日（金） １０時～１１時３０分

②令和３年９月１７日（金） １０時～１１時３０分

③ 令和３年１０月１４日（木） １０時～１１時３０分

④ 令和３年１１月１８日（木） １０時～１１時３０分

⑤ 令和３年１２月９日（木） １０時～１１時３０分

《会 場》本館２階 視聴覚室・展示室

《講 師》中村志穂子 先生(静岡県家庭教育支援員・子育て支援員)・横山恵美 先生

《対 象》未就園児と保護者

《定 員》各１０組 （先着順 定員になり次第締切）

《申込み》６月４日（金）９時より 本館カウンターで受付開始 （電話可）

今年も「夏休み親子おりがみ教室」を開催します。

お子さんと一緒に参加して、楽しい思い出をつくりませんか？

《日 時》 ７月３１日（土） 午前の部 １０時００分～１２時００分

午後の部 １３時３０分～１５時３０分

《会 場》 東西公民館(鈴木図書館３階)会議室

《講 師》 折り紙研究家 森 千代子 先生

《内 容》 季節の風物などを折ります（予定）

《対 象》 市内在住の幼児・小学生と保護者

《定 員》 午前の部・午後の部 各 １０組

《申込み》 ７月３日（土）９ 時より 本館カウンターで受付開始 （電話申込可 ℡９９２－２３４２）

定員になり次第、締め切ります。

《持ち物》 おりがみ・はさみ・セロテープ・のり・カラーサインペンなどの筆記用具


