
≪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》

18  日（水）

25  日（水）

　本館1階 展示コーナー 

1  日（日） 　東西公民館　会議室１・２

13  日（金） 　東西公民館　会議室２・３

14  日（土） 　東西公民館　実習室

　【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 7 通 常・・・9時～17時

8 9 10 11 12 13 14 木・金・・・9時～19時

15 16 17 18 19 20 21 　休館日

22 23 24 25 26 27 28 　館内整理日

29 30 31

8月

図書館行事

なつやすみ一日図書館員（受付終了）

7月24日(土)～8月29日(日)

　本館及び東西公民館

9時45分～11時20分

9時～12時

4  日（水）
13時45分～15時20分

裾野市立 2021年8月号

発行：裾野市立鈴木図書館

　本館

28  日（土）

　本館2階 展示室・文化センター図書室
ファーストブック

セカンドブック

ナイトライブラリー 17時～19時30分

13時～16時

 古文書を読む会 13時30分～図書館講座

<開館時間>

10時00分～

テーマ展示　『あいとへいわ展』

 俳句会 13時00分～

 美術教室

図書館ウェブサイト

QRコード

8月の展示

テーマ 『あいとへいわ展』
～未来を生きる子どもたちに向けて～

【 期間 】 7月24日（土）～8月29日（日） (展示期間中貸出可)

【 会場 】 本館1階 展示スペース

図書館ボランティアきいろいつばさがおすすめする本が並びます！

終戦を迎えた８月に、図書館にある絵本などを紹介することで、「あい」

や「へいわ」について親子で考えるきっかけを作りたいという想いで毎年

開催しています。

©裾野市

まん延防止

等重点措

置が適用さ

れることに

伴い、左記

の行事を中

止します。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

げんじものがたり [紫式部／著] 講談社 本館 913.3

絵と図でわかるAIと社会未来をひらく技術とのかかわり方 江間　有沙／著 技術評論社 本館 007.1 ｴ

「バズる文章」のつくり方100万PV連発のコラムニスト直伝 尾藤　克之／著 WAVE出版 本館 007.3 ﾋﾞ

アプリケーションエンジニアになるにはなるにはBOOKS　156 小杉　眞紀／著 ぺりかん社 本館 007.6 ｱ

はじめてのAIリテラシー基礎テキスト 岡嶋　裕史／共著 技術評論社 本館 007.6 ｵ

いまこそスマホNHKテキスト／趣味どきっ! 岡嶋　裕史／講師 NHK出版 文化 007.6 ｵ

杉原千畝とコルベ神父生命をみつめる 早乙女　勝元／著 新日本出版社 本館 209.7 ｻ

図説鎌倉幕府 田中　大喜／編著 戎光祥出版 本館 210.4 ﾀ

戦争というもの 半藤　一利／著 PHP研究所 本館 210.7 ﾊ

南北朝武将列伝　北朝編混乱の世に生き残りを賭けた武人たちの実像 亀田　俊和／編 戎光祥出版 本館 281.0 ﾅ

バイデンの光と影 エヴァン・オスノス／著 扶桑社 本館 289.3 ﾊﾞ

教養としての日本地理 浅井　建爾／著 エクスナレッジ 本館 291.0 ｱ

サイクリストが選んだニッポンのサイクリングルートBEST100自転車で走ってみたい、すべて
の道へ／ヤエスメディアムック　682

八重洲出版 本館 291.0 ｻ

箱根　[2021]第3版おとな旅プレミアム／関東　6
TAC株式会社出版

事業部
本館 291.3 ﾊ

東京タイムスリップ1984↔2021Tokyo Time Slip 1984↔2021 善本　喜一郎／写真 河出書房新社 本館 291.3 ﾖ

フランスの小さくて温かな暮らし365日大切なことに気づかせてくれる日々のヒント 荻野　雅代／著 自由国民社 本館 293.5 ｵ

WE HAVE A DREAM201カ国202人の夢×SDGs
WORLD DREAM
PROJECT／編

京都：いろは出版 本館 333.8 ｳ

感染症と経営戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか 清水　剛／著 中央経済社 本館 335.2 ｼ

失敗の殿堂経営における「輝かしい失敗」の研究／Institute of Brilliant Failures:Make Room
to Experiment,Innovate,and Learn

ポール・ルイ・イスケ／
著

東洋経済新報社 本館 336 ｲ

結果を出す人のPDCA100の法則最強の目標達成仕事術 鹿野　和彦／著
日本能率協会マネジ

メントセンター
本館 336 ｶ

現代経営情報論有斐閣アルマ／Specialized 遠山　曉／著 有斐閣 本館 336.1 ｹﾞ

脱!残念な考え方ついやってしまう思考の落とし穴15 幸本　陽平／著 自由国民社 本館 336.2 ｺ

クオンタム思考テクノロジーとビジネスの未来に先回りする新しい思考法／Quantum
Thinking

村上　憲郎／著 日経BP 本館 336.2 ﾑ

あぁ勘違い!!社長が決める「給与」と「評価」の作り方 広瀬　元義／著・監修 あさ出版 本館 336.4 ｱ

仕事ができる人の話し方 阿隅　和美／著 青春出版社 本館 336.4 ｱ

一流の人は知っているテレワーク時代の新・ビジネスマナー「気分よく」働けて、仕事がはか
どる!

石川　和男／著 WAVE出版 本館 336.4 ｲ

労働法で企業に革新を 大内　伸哉／著 商事法務 本館 336.4 ｵ

【８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

自分のミライの見つけ方いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』より大切なこと 児美川　孝一郎／著 旬報社 本館 Y 159 ｺ

中学校の歴史が1冊でしっかりわかる本「暗記」が「理解」に変わる。／改訂版 重野　陽二郎／著 かんき出版 本館 Y 210.1 ｼ

13歳からのレイチェル・カーソン 上遠　恵子／監修 京都：かもがわ出版 本館 Y 289.3 ｶ

中学校の公民が1冊でしっかりわかる本解説が面白いから記憶に残る!／改訂版 蔭山　克秀／著 かんき出版 本館 Y 300 ｶ

14歳から考えたいレイシズム アリ・ラッタンシ／著 すばる舎 本館 Y 316.8 ﾗ

池上彰の君と考える戦争のない未来世界をカエル／10代からの羅針盤 池上　彰／著 理論社 本館 Y 319.8 ｲ

中学生のための人生が変わる勉強法一生使えるあなただけの勉強法／今日から身につけよう! 福冨　崇浩／著 自由国民社 本館 Y 375 ﾌ

経済学部中高生のための学部選びガイド／なるにはBOOKS／大学学部調べ 山下　久猛／著 ぺりかん社 本館 Y 376.8 ﾔ

なぜ私たちは理系を選んだのか未来につながる<理>のチカラ／岩波ジュニアスタートブックス／ジュニスタ 桝　太一／著 岩波書店 本館 Y 407 ﾏ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

ネット・スマホ攻略術ネットが最強のパートナーになる／デジタルネイティブのための／1時間
で一生分の「生きる力」　1

山崎　聡一郎／著 講談社 本館 007 ﾔ

博物館のバックヤードを探検しよう!博物館のすごい裏側大図鑑 DK社／編 河出書房新社 本館 069 ﾊ

世界でいちばん優しいロボット 岩貞　るみこ／文 講談社 本館 281 ｲ

榎本武揚コミック版日本の歴史　78／幕末・維新人物伝
加来　耕三／企画・構

成・監修
東京：ポプラ社 本館 289 ｴ

日本ちずちょう見たい!知りたい!学びたい!／日本全国、北から南まで見てみよう!／イラスト+
地図でわかる、日本のこと!

東京：昭文社 本館 291 ﾆ

教科で学ぶSDGs学 稲葉　茂勝／著 国立：今人舎 本館 333 ｲ

ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本 本田　亮／著 東京：小学館 本館 333 ﾎ

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBTちくまプリマー新書　377 遠藤　まめた／著 東京：筑摩書房 本館 367 ｴ

パパとママのぜんぶがわかるせつめいしょ
フランソワーズ・ブシェ／

著
東京：グラフィック社 本館 367 ﾌﾞ

学ぶ力を強くするガリ勉しないで成績をあげる脳の使い方
バーバラ・オークリー／

著
東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス本館 375 ﾏ

日本ちずちょう見たい!知りたい!学びたい!／日本全国、北から南まで見てみよう!／イラスト+
地図でわかる、日本のこと!

東京：新曜社 本館 291 ﾆ

教科で学ぶSDGs学 稲葉　茂勝／著 東京：徳間書店 本館 333 ｲ

【視聴覚】

タイトル 監督・出演 販売元 所蔵館 請求記号

人体のサバイバル！
原作/「科学漫画サバイ
バル」シリーズ　声/松

田颯水
東映 本館 KD3 オ 1708

新解釈三國志
監督/福田雄一　出演/
大泉洋

バップ 本館 KD3 オ 1709

ワンダー/君は太陽
監督/スティーヴン・チョボス

キー　出演/ジュリア・ロバーツ
キノフイルムズ 本館 KD3 オ 1712



図書館の資料は市民のみなさまの貴重な財産ですので大切に取り扱いましょう。

図書館の資料を紛失してしまったり、汚したり破いてしまった時は、職員にお申し出ください。

※修理が不可能な破損や、資料の状態により弁償していただく場合があります。

※図書館のDVDの弁償は、著作権許諾を得た商品となるため、市販の商品より高額になります。

≪ 図 書 ≫

✦図書を傷める原因になりますので、付箋等は貼らないでください。

✦図書の修理には専用の道具を使用します。 （セロテープ等の補修はかえって図書を傷める原因に

なりますので、自分で修理せずにそのままの状態で、お持ちください。）

≪ CD ・DVD ≫

✦傷が付くと再生できなくなりますので、取り扱いにお気を付けください。

✦車内など高温多湿になる場所や、直射日光が当たる場所に長時間置かないようにしてください。

✦CD・DVDの利用時における再生機器の故障については、図書館では責任を負いかねます。

延長開館「ナイトライブラリー」を開催します。

一部電気を消して暗くなるコーナーやおはなしの会、ガチャガチャ等のイベ

ントがあります。思い思いに夜の図書館を過ごしてみませんか！

《 日 時 》 8月28日（土） １7時～１9時３0分

《 持 物 》 懐中電灯、図書利用券

《 内 容 》 ➀夜な夜なおはなし会（18時～19時 開場17時45分）

夏にぴったりな絵本などの読み聞かせを行います。

くじを引いて景品がもらえる『おばけくじ』もあります。

会 場 : 裾野市立東西公民館(鈴木図書館３階）会議室

対 象 : 幼児・小学生から大人の方までどなたでもご参加ください。

夜間の開催ですので、保護者同伴でお越しください。

定 員 : ２０人 ※定員になり次第締め切ります。

申 込 : ８月７日（土曜日）午前９時から鈴木図書館本館にて受付（電話申込可）

②ガチャガチャ（17時～） ※１人１回

当日、本を５冊以上借りた方は参加できます。

※まん延防止等重点

措置が適用されるこ

とに伴い、左記の行

事を中止します。急

なご案内となりご迷

惑をおかけしますが、

何卒ご理解いただき

ますようお願い申し

上げます。


