
≪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》

16  日（金）

21  日（水）

28  日（水）

31  日（土）

2  日（金） 　東西公民館　和室

4  日（日） 　東西公民館　会議室3

7  日（水）   東西公民館　和室

9  日（金） 　東西公民館　会議室3

10  日（土） 　東西公民館　実習室

11  日（日） 　東西公民館　会議室3

　【図書館及び東西公民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 31

<開館時間>

短歌会 13時00分～

13時00分～

夏休み親子おりがみ教室
※事前申し込み必要（7/3～受付開始）

 古文書を読む会 13時30分～

①10時～12時
②13時30分～15時30分

10時00分～

 俳句会 13時00分～

7月1日(木）～8月29日(日)

裾野市立

発行：裾野市立鈴木図書館

図書館講座

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

 茶道教室Ⅰ

 美術教室

2021年7月号

7月

　『あいとへいわ展』 7月24日(土)～8月29日(土) 　本館1階 展示コーナー 

　『夏休み課題図書・感想画図書の展示』 　本館1階 展示コーナー 

図書館行事

10時00分～

9時～12時

絵本とおしゃべりのへや
※事前申し込み必要（6/4～受付開始）

　本館2階 視聴覚室

 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

　東西公民館会議室1･2

13時～16時

図書館ウェブサイト

QRコード

令和3年度「課題図書」・「感想画図書」の展示・貸出を始めます。

【期間】7月1日（木）～8月29日（日）

【会場】本館1階展示コーナー、文化センター図書室

※例年、夏休みの期間は「課題」・「感想画」図書の利用や予約が集中します。図書館では、できるだけ多くの皆様にご利用

いただけるよう、7・8月は貸出期間・貸出冊数・予約冊数に制限を設けています。みなさまのご協力をお願いいたします。

【貸出冊数】1人1冊

【貸出期間】1週間

【予約冊数】1人1冊

延長手続きはできません。

★昨年度分の課題・感想画図書は通常通りの貸出です。どうぞご利用ください。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

創造の法則すべてを内包する禅宇宙へ／既に願いが叶っている「魂の設計図」を生きる方法／Law of
Creation

奥平　亜美衣／著 ヒカルランド 本館 147 ｵ

悟りから祈りへ 鈴木　秀子／著 佼成出版社 本館 180.4 ｽ

地域別×武将だからおもしろい戦国史だからわかるシリーズ 小和田　哲男／監修 朝日新聞出版 本館 210.4 ﾁ

1日1ページ、365日で世界一周 井田　仁康／監修 成美堂出版 本館 290.4 ｲ

新型コロナワクチンQ&A100日米で診療にあたる医師ら10人が総力回答!
コロワくんサポーターズ

／著
日経メディカル開発 本館 493.8 ｼ

鈴木圭の考えるドレスアップドレス 鈴木　圭／著
文化学園文化出版

局
本館 593.3 ｽ

すみっコぐらしのかんたん魔法のタワシレディブティックシリーズ　8112 齊藤　郁子／著 ブティック社 本館 594.3 ｻ

10年かかって地味ごはん。料理ができなかったからこそ伝えられるコツがある 和田　明日香／著 主婦の友社 本館 596 ﾜ

今どきラクうま♡和食これだけでおいしく作れるんだ おいしい和食の会／編 家の光協会 本館 596.2 ｲ

野菜まるごと冷凍テクニック生のまま! 島本　美由紀／著
パイインターナショナ

ル
本館 596.3 ｼ

本当においしいヴィーガンお菓子卵・乳製品・白砂糖を使わずにつくる 山口　道子／著 柴田書店 本館 596.6 ﾔ

野菜のかんたん水耕栽培かんたん!安全!おいしくたっぷり収穫できる／改訂版／ブティック・
ムック　1541

吉川　泰正／著 ブティック社 本館 626.9 ﾖ

鳥獣戯画決定版「絵の原点」にふれる／別冊太陽／日本のこころ　288 増記　隆介／監修 平凡社 本館 721.2 ﾁ

再生<仮> 緒方　恵美／著 KADOKAWA 本館 778.2 ｵ

スタジオジブリ全作品集 講談社／編集 講談社 本館 778.7 ｽ

志村けん論永遠のコメディアンが見ていた風景 鈴木　旭／著 朝日新聞出版 本館 779.9 ｼ

文章力が、最強の武器である。 藤吉　豊／著 SBクリエイティブ 本館 816 ﾌ

令和時代の公用文書き方のルール70年ぶりの大改定に対応 小田　順子／著 学陽書房 本館 816.4 ｵ

烏百花　白百合の章八咫烏シリーズ　外伝 阿部　智里／著 文藝春秋 本館 913.6 ｱ

星落ちて、なお 澤田　瞳子／著 文藝春秋 本館 913.6 ｻ

空の王 新野　剛志／著 中央公論新社 本館 913.6 ｼ

白医 下村　敦史／著 講談社 本館 913.6 ｼ

魚服記乙女の本棚 太宰　治／著 立東舎 本館 913.6 ﾀﾞ

ヒポクラテスの悔恨 中山　七里／著 祥伝社 本館 913.6 ﾅ

掟上今日子の鑑札票[忘却探偵シリーズ]　[13] 西尾　維新／著 講談社 本館 913.6 ﾆ

リボルバーLE REVOLVER 原田　マハ／著 幻冬舎 本館 913.6 ﾊ

春は馬車に乗って乙女の本棚 横光　利一／著 立東舎 本館 913.6 ﾖ

【7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

10代からのSDGsいま、わたしたちにできること 原　佐知子／著 大月書店 本館 Y 333.8 ﾊ

やさしい英語でSDGs!地球の課題(Global Issues)を英語で学び、未来を語ろう! 本間　正人／著 合同出版 本館 Y 333.8 ﾎ

学校では教えてくれないゆかいな漢字の話14歳の世渡り術 今野　真二／著 河出書房新社 本館 Y 811 ｺ

この言葉が、きみの呪いを解くのなら 伊藤　クミコ／著 講談社 本館 Y 913 ｲ

いちご×ロックICHIGO ROCK 黒川　裕子／著 講談社 本館 Y 913 ｸ

午前3時に電話して 小手鞠　るい／著 講談社 本館 Y 913 ｺ

5分で読書ちょっとかわった、恋のはじまり。／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

5分後に絆のラスト5分シリーズ エブリスタ／編 河出書房新社 本館 Y 913 ｺﾞ

はなの街オペラくもんの児童文学 森川　成美／作 くもん出版 本館 Y 913 ﾓ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

ストップ!SNSトラブル　1炎上、誹謗中傷はどうして起こる? 小寺　信良／著 汐文社 本館 007 ｺ

北里柴三郎と千円札物語新紙幣ウラオモテ オフィス303／編 ほるぷ出版 本館 337 ｷ

ようこそみんなの世界へ世界中の子どもたち、ばんざい!
モイラ・バターフィールド

／文
化学同人 本館 382 ﾊﾞ

しばわんこの和のおもてなしMOEのえほん／しばわんこの和のこころシリーズ 川浦　良枝／絵と文 白泉社 本館 386 ｶ

16歳からの相対性理論アインシュタインに挑む夏休み／ちくまプリマー新書　375 佐宮　圭／著 筑摩書房 本館 421 ｻ

恐竜本格イラスト事典 藤井　康文／イラスト
スタジオタッククリエ

イティブ
本館 457 ｷ

ざんねんないきもの事典　ますますおもしろい!進化のふしぎ 今泉　忠明／監修 高橋書店 本館 480 ｻﾞ

カワイイけど実はアブナイヤツなんです。本性を見抜け!裏の顔を持つ生きもの図鑑 ろう／著 KADOKAWA 本館 480 ﾛ

小さな里山をつくるチョウたちの庭 今森　光彦／著 アリス館 本館 486 ｲ

カブトムシの音がきこえる土の中の11か月／たくさんのふしぎ傑作集 小島　渉／文 福音館書店 本館 486 ｺ

日本サンショウウオ探検記減り続ければいなくなる!? 関　慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 本館 487 ｾ

わたしはスナメリ小さなイルカ 松橋　利光／写真・文 新日本出版社 本館 489 ﾏ

ずかんヒトの細胞見ながら学習調べてなっとく 牛木　辰男／著 技術評論社 本館 491 ｳ

はかって、へらそうCO2 1.5℃大作戦　2わたしたち、こんなにへらせます／へらす編
地球環境戦略研究機関

／監修
さ・え・ら書房 本館 519 ﾊ

はじめてのくるまずかん
スタジオタッククリエ

イティブ
本館 537 ﾊ

帆船軍艦輪切り図鑑クロスセクション
スティーブン・ビース

ティー／画
あすなろ書房 本館 556 ﾋﾞ

かこさとし遊びと絵本で子どもの未来を／伝記を読もう　24 鈴木　愛一郎／文 あかね書房 本館 726 ｶ

夢を力にキャプテンから未来のヒーローたちへ 川淵　三郎／著 春陽堂書店 本館 783 ｶ

ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル新版／コツがわかる本／ジュニアシ
リーズ

小山田　大／監修
東京：メイツユニ

バーサルコンテンツ
本館 786 ｼﾞ



※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、内容の変更または中止する場合があります。ご了承ください。

☆貸出冊数・・・1人1冊

☆貸出期間・・・1週間

☆予約冊数・・・1人1冊

※夏休み期間中の課題図書は、

利用者が集中します。

皆様にご利用いただけよう、

延長はできません。

あらかじめ、ご了承ください。

令和3年7月28日（水） ～7月30日（金） ８月11日(水)・８月13日(金)

計５日間 各日 午前10時～午前11時30分
《会 場》 東西公民館会議室

《講 師》 中村 洋 先生、裾野市棋楽会メンバーの方々

《対 象》 小学１年生以上(市内在住及び在勤の方)

《定 員》 １４名

《受講料》 高校生以下500円 大人1,000円

《申込み》 6月26日（土）9時から、東西公民館にて受付開始 （電話も可） ※定員になり次第、締め切

ります。

令和3年8月9日（月） 午後2時～
《会 場》 東西公民館会議室

《講 師》大津 孝佳 教授（沼津工業専門学校）

《対 象》 市内在住の小学３年生～６年生

《定 員》 １４名

《申込み》 7月10 日（土）から8月3日（火）まで

メール (メールアドレス susonolibrary@gmail.com)  または、東西公民館窓口にて受付

※申し込み者多数の場合は、抽選します。結果については、メールにて連絡（メール不可の場合

は電話連絡）します。

令和3年8月4日（水） ➊午前の部 9時45分～11時20分

➋午後の部 13時45分～15時20分
《会 場》 鈴木図書館内

《内 容》 図書館探検、配架体験、カウンター体験、展示本のポップ作り、感想記入など。

《対 象》 市内在住の小学生

《定 員》 午前の部・午後の部 各9名

《申込み》 7月10 日（土）から 7月1８ 日（日）まで

メール(メールアドレス suzukitosyokan@gmail.com)  、 または本館窓口で受付。

※申込者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。(初めて参加する人を優先します）

結果は、７月24日（土）～7月28日（水）までにメールでご連絡します。


