
≪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 3 4 5 6 通 常・・・9時～17時

7 8 9 10 11 12 13 木・金・・・9時～19時

14 15 16 17 18 19 20 　休館日

21 22 23 24 25 26 27 　館内整理日

28 29 30

 東西公民館　会議室3

<開館時間>

11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～

リサイクルブック １１月１３日(土)～１１月２４日(水)

図書館講座

 東西公民館　  和室

短歌会 13時00分～

 茶道教室Ⅰ 13時00分～

裾野市立 2021年11月号

鈴木図書館 本館 

文化センター図書室

14日（日）

18日（木）

4日（木）

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

 俳句会 13時00分～

5日（金）

7日（日）

 古文書を読む会 13時30分～

 美術教室 10時00分～

12日（金）

13日（土）

本館2階視聴覚室

  東西公民館 　 和室

  東西公民館　会議室3

 東西公民館　会議室3

東西公民館　実習室

　  本館1階 1階玄関ホール 

図書館ウェブサイト

QRコード

リサイクルブックコーナー設置
保存期間の過ぎた雑誌、英字新聞、図書館の蔵書とならなかった寄贈本を無償でお譲りします。

【 期間 】 １１月１３日(土)～１１月２４日(水) ９時００分～１７時００分

※15日・22日は休館日 ※木曜日・金曜日は１９時００分まで

【 会場 】 本館1階 玄関ホール

【 内容 】 新型コロナ対策として、密を防ぐため週替わりで雑誌を配布します。

1週目『男性向け雑誌（BRUTUS・monoマガジンなど）』『文芸関係（囲碁・オール読物など）』

『女性向け雑誌（日経WOMAN・ESSEなど）』

2週目『趣味（すてきにハンドメイド・趣味の園芸・オレンジページなど）の雑誌』『週刊誌（週刊朝日など）』

『趣味（キネマ旬報・スポーツ関係など）』

【 備考 】 ・ お持ち帰り用の袋は各自でご用意ください。

・配布は少しずつ行います。無くなり次第終了します。

・リサイクルブックサービスの本の転売は固くお断りします。

【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

暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書 光成　滋生／著 技術評論社 本館 007.1 ﾐ

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます!スマートフォン超入門Android対応版 リンクアップ／著 技術評論社 文化 007.6 ｲ

世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット 地球の歩き方 本館 290.9 ｾ

10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村　泰子／著 青春出版社 本館 379.9 ｷ

365日あなたを支える!究極のお助けごはん 角川春樹事務所 本館 596 ｻ

世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト102レシピ 安部　司／著 東洋経済新報社 本館 596.2 ｱ

ベジカフェ「Fluunt KOFU」の家庭で楽しむヴィーガンレシピ 平野　由布／著 徳間書店 本館 596.3 ﾋ

ヴィーガンレストランガイド東京
日本ヴィーガン協会／

監修
JTBパブリッシング 本館 596.3 ﾋﾞ

ノンアルコールカクテルMOCKTAIL BOOK 旭屋出版編集部／編 旭屋出版 本館 596.7 ﾉ

らくらくあんしん離乳食 小池　澄子／監修・指導 学研プラス 本館 599.3 ﾗ

スタジオジブリの想像力 三浦　雅士／著 講談社 本館 778.7 ﾐ

東京五輪メモリアルフォトブック 世界文化ブックス 本館 780.6 ﾄ

闇を泳ぐ 木村　敬一／著 ミライカナイ 本館 785.2 ｷ

追憶の烏[八咫烏シリーズ]　[2-2] 阿部　智里／著 文藝春秋 本館 913.6 ｱ

翼の翼 朝比奈　あすか／著 光文社 本館 913.6 ｱ

炎上フェニックス池袋ウエストゲートパーク　17 石田　衣良／著 文藝春秋 本館 913.6 ｲ

月と日の后 冲方　丁／著 PHP研究所 本館 913.6 ｳ

涅槃　上 垣根　涼介／著 朝日新聞出版 本館 913.6 ｶ

涅槃　下 垣根　涼介／著 朝日新聞出版 本館 913.6 ｶ

コロナ狂騒録 海堂　尊／著 宝島社 本館 913.6 ｶ

たそがれ大食堂 坂井　希久子／著 双葉社 本館 913.6 ｻ

かぞえきれない星の、その次の星 重松　清／著 KADOKAWA 本館 913.6 ｼ

アルテミスの涙 下村　敦史／著 小学館 本館 913.6 ｼ

嗤う淑女二人 中山　七里／著 実業之日本社 本館 913.6 ﾅ

透明な螺旋[ガリレオ]　[10] 東野　圭吾／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾋ

【11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

14歳からのプログラミング 千葉　滋／著 東京大学出版会 本館 Y 007.6 ﾁ

しれっと逃げ出すための本。 ヨシダ　ナギ／著 PHP研究所 本館 Y 159 ﾖ

SDGsで見る現代の戦争 伊勢崎　賢治／監修 学研プラス 本館 Y 319 ｴ

16歳からの経済学 根井　雅弘／著 京都：人文書院 本館 Y 331 ﾈ

星空教室秋の星座／秋に見える星や星座をやさしく解説 藤井　旭／著 誠文堂新光社 本館 Y 443.8 ﾌ

恐竜学者は止まらない!読み解け、卵化石ミステリー 田中　康平／著 創元社 本館 Y 457.8 ﾀ

どうぶつ英語フレーズ大集合! 河本　望／著 偕成社 本館 Y 834.4 ｶ

#マイネーム 黒川　裕子／作 さ・え・ら書房 本館 Y 913 ｸ

5分で読書最後はかならず私が勝つ／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

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

楽しみながら学力アップ!小学生の理科クイズ1000新装改訂版／まなぶっく
学習理科クイズ研究会

／著
技術評論社 本館 407 ﾀ

マグカップでまぜるだけふわふわケーキ道具1つでらくらくスイーツ 宮沢　うらら／著 太田出版 本館 596 ﾐ

すてきなタータンチェックたくさんのふしぎ傑作集 奥田　実紀／文 玉川大学出版部 本館 753 ｵ

小学生のためのバレーボールがうまくなる本もっと活躍できる!／まなぶっく／新装版 山野辺　善一／監修 ナツメ社 本館 783 ｼ

試合で勝てる!小学生のドッジボール上達のコツまなぶっく／新装版 都竹　真有美／監修 筑摩書房 本館 783 ｼ

5さいからはじめるしょうぎ 杉本　昌隆／監修 河出書房新社 本館 796 ｺﾞ

プンスカジャム福音館創作童話シリーズ くどう　れいん／作 SBクリエイティブ 本館 913 ｸ

黄色い夏の日 高楼　方子／著 緑書房 本館 913 ﾀ

ねこと王さま　[2]しごとをさがす
ニック・シャラット／作・

絵
主婦の友社 本館 933 ｼ

きけんなゲーム文研ブックランド
マロリー・ブラックマン／

作
筑摩書房 本館 933 ﾌﾞ

おてんばヨリーとひげおじさん
アニー・M.G.シュミット／

作
汐文社 本館 949 ｼ

おばけと友だちになる方法世界傑作絵本シリーズ／カナダの絵本 レベッカ・グリーン／作 金の星社 本館 E ｸﾞ

ロサリンドとこじか
エルサ・ベスコフ／作・

絵
金の星社 本館 E ﾍﾞ

【CＤ・DＶＤ】

タイトル 監督・出演 販売元 所蔵館 請求記号

STRAY　SHEEP 歌/米津玄師 Sony Music 本館 C4 ｽ 2082

ロナウドｖｓメッシ　フェイスオフ　
監督/タラ・ピルニア　出演/ク
リスティアーノ・ロナウド　リオ
ネル・メッシ

アクセスエー 本館 D7 ﾛ 1732

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　①　型ぬき人魚グミ 原作/廣嶋玲子　声/池谷のぶ
え

コロムビア・MC 本館 KD3 ﾌ 1735

Fukushima50 監督/若松節朗　出演/佐藤浩
市　渡辺謙

株式会社
KADOKAWA

本館 D2 フ  1743



※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。

日 時：令和3年11月20日（土） 14時～16時３２分

会 場：東西公民館 会議室

定 員：３５名(先着順) ※当日、座席に余裕がある場合は受付します。

申込み：11月6日（土）午前９時からお名前、住所、電話番号をメール

susonolibrary@gmail.com又は、電話、本館１階カウンターで申し込み。（市外の方も申

し込みが出来ます。）※定員になり次第締め切ります。

映画の醍醐味を皆様に知って頂こうと、図書館では１６ミリフィルムなどを含めた映画祭を開催します。

入場無料

『サンタとおはなしの会』参加者募集

 

対象

大型絵本　「ノラネコぐんだん　きしゃぽっぽ」

申込み

12月11日
（土）

11:00～11:30

文化センター
音楽室

どなたでも可 10組
文化センター図書室
11月27日（土）9時～
定員になり次第締切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他 

日時　 会場 内容 定員

ブラックパネルシアター　「サンタがまちにやってくる」

12月18日
（土）

14:00～14:30

東西公民館
3階　会議室

幼児～ 10組
鈴木図書館本館

12月4日（土）9時～
定員になり次第締切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他 

※当日、「イーちゃんの白い杖」のメガホンを取った橋本真理子監督が来館し、映画上映後

に撮影秘話などをお話いただけることになりました！

（終了時間は、１７時ころを予定しています。）


