
≪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

〒410-1127　裾野市平松495 TEL（055）992-2342　FAX（055）992-2373

〒410-1117　裾野市石脇586 TEL・FAX（055）993-9305

《今月の行事予定》

　 《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 通 常・・・9時～17時

3 4 5 6 7 8 9 木・金・・・9時～19時

10 11 12 13 14 15 16 　休館日

17 18 19 20 21 22 23 　館内整理日

24 25 26 27 28 29 30

31

 古文書を読む会 13時30分～

 美術教室 10時00分～

本館2階視聴覚室

  東西公民館　会議室3

 東西公民館　   和室

 東西公民館　会議室3

東西公民館　実習室

　  本館1階 展示コーナー 

 8日（金）

 9日（土）

10日（日）

14日（木）

 1日（金）

 俳句会 13時00分～

 茶道教室Ⅰ 13時00分～

 3日（日）

 7日（木）

裾野市立 2021年10月号

鈴木図書館 本館 

文化センター図書室

 東西公民館　会議室3

<開館時間>

10月

発行：裾野市立鈴木図書館

図書館行事

絵本とおしゃべりのへや
※事前申し込み必要

10時00分～

テーマ展示　『大活字展』 10月23日  (土) ～ 11月13日  (土)

図書館講座

  東西公民館    　和室

短歌会 13時00分～

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

図書館ウェブサイト

QRコード

10月の展示

秋の読書週間 『大活字本展』
より大きく、読みやすい大きな文字で書かれた本『大活字本』の

特集展示です。
【 期間 】 10月23日（土）～11月13日（土） (展示期間中、随時貸出可)

【 会場 】 本館1階 展示コーナー

©裾野市

【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。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

専門図書館探訪 青柳　英治／共著 勉誠出版 本館 018 ｱ

ミュージアムグッズのチカラ 大澤　夏美／著 国書刊行会 本館 069.0 ｵ

世界のすごい巨像巨仏・巨神・巨人。
地球の歩き方編集室／

編集
地球の歩き方 本館 290.9 ｾ

世界のすごい城と宮殿333
地球の歩き方編集室／

編集
地球の歩き方 本館 290.9 ｾ

温泉やど関東・甲信越　[2021-2] 昭文社 本館 291.3 ｵ

地図で楽しむ!京都の歴史さんぽJTBのMOOK 梅林　秀行／監修 JTBパブリッシング 本館 291.6 ﾁ

今すぐ使えるかんたんZoom & Microsoft Teamsがこれ1冊でマスターできる本 マイカ／著 技術評論社 本館 336.5 ｲ

世界のグルメ図鑑
地球の歩き方編集室／

編集
地球の歩き方 本館 383.8 ｾ

簡単!冷凍おかずパック ろこ／著 扶桑社 本館 596 ﾛ

白飯サラダ 今井　亮／著 主婦と生活社 本館 596.3 ｲ

オートミールヘルシー&ダイエットレシピ 牛尾　理恵／料理 主婦の友社 本館 596.3 ｳ

全国山の美術館と博物館 G.B. 本館 706.9 ｾﾞ

ウチダメンタル 内田　篤人／著 幻冬舎 本館 783.4 ｳ

ビジュアル資料でたどる文豪たちの東京 日本近代文学館／編 勉誠出版 本館 910.2 ﾋﾞ

夜ごとの才女SUZUME BUS／怪異名所巡り　11 赤川　次郎／著 集英社 本館 913.6 ｱ

みとりねこ 有川　ひろ／著 講談社 本館 913.6 ｱ

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬　まる／著 KADOKAWA 本館 913.6 ｱ

結　妹背山婦女庭訓波模様 大島　真寿美／著 文藝春秋 本館 913.6 ｵ

スリーピング事故物件 西澤　保彦／著 コスミック出版 本館 913.6 ﾆ

推理大戦 似鳥　鶏／著 講談社 本館 913.6 ﾆ

疼くひと 松井　久子／著 中央公論新社 本館 913.6 ﾏ

陰陽師　水龍ノ巻 夢枕　獏／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾕ

オーラの発表会 綿矢　りさ／著 集英社 本館 913.6 ﾜ

ショローの女 伊藤　比呂美／著 中央公論新社 本館 914.6 ｲ

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤　愛子／著 小学館 本館 914.6 ｻ

【10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

地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと
ラース・ヘンリク・オー

ゴード／著
晶文社 本館 Y 034.9 ｵ

修造流・逆転の発想法「プレッシャー」が「よっしゃー」に変わる!／心の友だち 松岡　修造／著 PHP研究所 本館 Y 159 ﾏ

ミライを生きる君たちへの特別授業岩波ジュニアスタートブックス／ジュニスタ ジュニスタ編集部／編 岩波書店 本館 Y 159 ﾐ

10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考 山崎　聡一郎／著 朝日新聞出版 本館 Y 159 ﾔ

時代をきりひらいた日本の女たち 小杉　みのり／文 岩崎書店 本館 Y 281 ｺ

絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう? 川崎　哲／監修 旬報社 本館 Y 319 ｴ

あたらしいお金の教科書ありがとうをはこぶお金、やさしさがめぐる社会 新井　和宏／著 山川出版社 本館 Y 337 ｱ

見た目が気になる「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント／14歳の世渡り術 河出書房新社／編 河出書房新社 本館 Y 361 ﾐ

格差と分断の社会地図16歳からの<日本のリアル> 石井　光太／著 日本実業出版社 本館 Y 361.8 ｲ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

6さいからつかえるパソコンキーボード入力、インターネット、動画づくり、プログラミングが1人でできる たにぐち　まこと／著 技術評論社 本館 007 ﾀ

世界の国が好きになる国旗図鑑いつの間にか覚えてる! 小林　知之／著 太田出版 本館 288 ｺ

寺田寅彦と物理学日本の伝記 知のパイオニア 池内　了／著 玉川大学出版部 本館 289 ﾃ

世界のことわざものの見方が変わる! 時田　昌瑞／監修 ナツメ社 本館 388 ｾ

古代文明と星空の謎ちくまプリマー新書　382 渡部　潤一／著 筑摩書房 本館 440 ﾜ

はじめての生きもの図鑑地球の生命をさがしに行こう!
マイク・バーフィールド／

文
河出書房新社 本館 460 ﾊﾞ

ほんとうはびっくりな植物図鑑ありふれた草花の秘密がおもしろい! 石井　英男／文 SBクリエイティブ 本館 470 ｲ

はっけん!オオサンショウウオ日本のいきものビジュアルガイド 関　慎太郎／写真 緑書房 本館 487 ﾊ

やばすご!鳥伝説鳥たちのビックリ生活 鳥くん／著 主婦の友社 本館 488 ﾄ

心とからだの倫理学エンハンスメントから考える／ちくまプリマー新書　381 佐藤　岳詩／著 筑摩書房 本館 490 ｻ

ちゃんと知りたい「がん」のこと　2学ぼう・向き合おう・支え合おう／あなたの大切な人が「がん」になったら 保坂　隆／監修 汐文社 本館 491 ﾁ

なぜ?どうして?子どもと大人の疑問に答える新型コロナウイルスハンドブック 岡田　晴恵／著 金の星社 本館 493 ｵ

感染爆発見えざる敵=ウイルスに挑む／改訂版 デイビッド・ゲッツ／著 金の星社 本館 493 ｹﾞ

【ＤＶＤ】

タイトル 監督・出演 販売元 所蔵館 請求記号

アナと雪の女王２
監督/クリス・バック,ジェニ
ファー・リー　声/イディナ・メン
ゼル、クリステン・ベル

ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン

本館 KD3ア1723

天気の子 監督/新海誠　声/醍醐虎汰朗、森七菜 東宝株式会社 本館 D2テ1724

アメージング・ネイチャー 監督/リュック・エンティング　ナ
レーション/グレッグ・シャピロ

㈱トランスワールド
アソシエイツ

文化 D6ア1730



※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。

気軽に本を紹介しあうイベントです。あなたのおすすめの1冊をぜひご紹介ください。

日 時：令和3年11月6日（土）1４時～

会 場：鈴木図書館 本館２階展示室

対 象：ビブリオトーク参加者・見学者：小学生以上

定 員：参加者５名 見学者5名程度

受 付：10月16日（土）９時～（電話予約可）

※定員になり次第〆切。見学の方も事前申込制になります。

申込み：鈴木図書館 本館 ℡992-2342

持ち物：お気に入りの本1冊（コミック可）

日 時： 令和3年11月２０日（土）11時～11時30分

会 場： 鈴木図書館 本館２階展示室

対 象： 裾野市内在住の幼児・小学生とその保護者

申 込 み： 10月3０日（土）9時～ 本館カウンターで受け付け開始 （電話申込可）

定 員： 12組 ※先着順で定員になり次第締め切ります。

預かり期間： 11月10日（水）9時～11月14日（日）17時

・預かり期間内に本館へ、ぬいぐるみ（１家族１体まで）を預けに来てください。

・ぬいぐるみとお子さんの写真を撮らせていただくので、お子さんと一緒にお越し

ください。（アルバムに写真を入れます。）

お 迎 え： 11月20日（土）10時50分～ 本館２階 展示室

・お泊まり会の様子を撮影した写真はアルバムにして参加者におはなしフェスティバ

ル終了後、プレゼントします。

備 考： ぬいぐるみお泊まり会のみの参加は出来ません。ご了承ください。

問 合 せ： 鈴木図書館本館 ☎９９２－２３４２

子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが、図書館にお泊まりすることで、図書館や本

を身近に感じ、読書に興味を持ってもらうイベントです。お預かりしたぬいぐるみは、

おはなしフェスティバル開始前に会場でお返しします。


