
≪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 通 常・・・9時～17時

5 6 7 8 9 10 11 木・金・・・9時～19時

12 13 14 15 16 17 18 　休館日

19 20 21 22 23 24 25 　館内整理日

26 27 28 29 30 31

15日（水） 9時00分～

22日（水） 13時00分～ 本館・文化センタ-図書室

11日（土）

18日（土）

11時00分～ 文化センター　音楽室

14時00分～
図書館行事

ファーストブック・セカンドブック

 東西公民館　 会議室

 東西公民館　会議室3

<開館時間>

 俳句会 13時00分～

 3日（金）

5日（日）

 古文書を読む会 13時30分～

 美術教室 10時00分～

10日（金）

11日（土）

サンタとおはなしの会
※事前申し込み必要

12月

発行：裾野市立鈴木図書館

絵本とおしゃべりのへや
※事前申し込み必要

10時00分～

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～

12日（日）

9日（木）

 2日（木）

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

裾野市立 2021年12月号

鈴木図書館 本館 

文化センター図書室

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・文化センタ-図書室

図書館ウェブサイト

QRコード

【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

バーチャル・リアリティ百科
インディラ・トゥーヴェニン／

著
原書房 本館 007.1 ﾄ

Instagram基本+活用ワザ 田口　和裕／著 インプレス 本館 007.3 ｲ

図説鎌倉北条氏 野口　実／編著 戎光祥出版 本館 210.4 ﾉ

日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実 本郷　和人／著 宝島社 本館 210.4 ﾎ

いまいちばん心ときめく日本の絶景 MdN編集部／編
エムディエヌコーポ

レーション
本館 291.0 ｲ

季節を楽しむ大人の電車旅 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 本館 291.0 ｷ

中国輸入ビジネスを経験ゼロ・資金ゼロで起業しガッチリ稼ぐ!史上最強の教科書 佐藤　大介／著 秀和システム 本館 335.0 ｻ

本当に賢い会社のたたみ方 花本　明宏／著 ぱる出版 本館 335.4 ﾊ

「けいらく」で体を整える 刑部　正道／著 現代書林 本館 490.9 ｵ

家で編みもの 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 本館 594.3 ｲ

棒針で編むソックス アップルミンツ 本館 594.3 ﾎﾞ

1品でおうちまかないメシ あべ　こういち／著 KADOKAWA 本館 596 ｱ

ボウルで仕上げるおいしいレシピ 市瀬　悦子／著 学研プラス 本館 596 ｲ

地球の歩き方aruco東京の手みやげ 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 本館 596 ﾁ

大人のチーズケーキとチーズのお菓子 石橋　かおり／著 主婦の友社 本館 596.6 ｲ

世界遺産ガイド　日本編2022改訂版 古田　陽久／著
広島：シンクタンクせ
とうち総合研究機構

本館 709 ｾ

ボーダーライト 今野　敏／著 小学館 本館 913.6 ｺ

廃遊園地の殺人 斜線堂　有紀／著 実業之日本社 本館 913.6 ｼ

倒産続きの彼女 新川　帆立／著 宝島社 本館 913.6 ｼ

失われた岬 篠田　節子／著 KADOKAWA 本館 913.6 ｼ

女子大小路の名探偵 秦　建日子／著 河出書房新社 本館 913.6 ﾊ

ダブル・ダブルスター 穂高　明／著 双葉社 本館 913.6 ﾎ

ミカエルの鼓動 柚月　裕子／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾕ

明日、世界がこのままだったら 行成　薫／著 集英社 本館 913.6 ﾕ

らんたん 柚木　麻子／著 小学館 本館 913.6 ﾕ

オリンピックにふれる 吉田　修一／著 講談社 本館 913.6 ﾖ

90歳、こんなに長生きするなんて。 曽野　綾子／著 ポプラ社 本館 914.6 ｿ

【12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

未来のきみを変える読書術なぜ本を読むのか?／ちくまQブックス 苫野　一徳／著 筑摩書房 本館 Y 019 ﾄ

14歳からの個人主義自分を失わずに生きるための思想と哲学／A guide to individualism for teens and up 丸山　俊一／著 大和書房 本館 Y 151.4 ﾏ

池上彰の世界の見方 中国巨龍に振り回される世界 池上　彰／著 小学館 本館 Y 302.2 ｲ

植物たちのフシギすぎる進化木が草になったって本当?／ちくまQブックス 稲垣　栄洋／著 筑摩書房 本館 Y 471 ｲ

SDGs時代の食べ方世界が飢えるのはなぜ?／ちくまQブックス 井出　留美／著 筑摩書房 本館 Y 611 ｲ

吹奏楽部バンザイ!!コロナに負けない オザワ部長／著 ポプラ社 本館 Y 764.6 ｵ

なんで英語、勉強すんの?岩波ジュニアスタートブックス／ジュニスタ 鳥飼　玖美子／著 岩波書店 本館 Y 830 ﾄ

いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言　[3]紀行文・日記 奥の細道・更級日記ほか 福井　蓮／文 汐文社 本館 Y 910 ﾌ

アイドルが好き!くもんの児童文学 イノウエ　ミホコ／作 くもん出版 本館 Y 913 ｲ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

すぐにできる手品みんなびっくり!超ふしぎ! ナポレオンズ／監修 日東書院本社 本館 779 ｽ

あくたれラルフおなかをこわすこころのかいだんシリーズ ジャック・ガントス／文 大日本図書 本館 933 ｶﾞ

物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク／文 徳間書店 本館 933 ﾌﾞ

クリスマス・ピッグ J.K.ローリング／著 静山社 本館 933 ﾛ

いきものづくしものづくし　7 小林　路子／[ほか作] 福音館書店 本館 E ｲ

まじさかさじまさかさにすると別の絵を発見できる不思議な絵本 伊藤　文人／絵と文 みらいパブリッシング 本館 E ｲ

コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン／原案 好学社 本館 E ｳ

石ころのスープトルコのおはなし
ジュディス・マリカ・リ

バーマン／文
光村教育図書 本館 E ｵ

もりはみている福音館の幼児絵本 大竹　英洋／文・写真 福音館書店 本館 E ｵ

いろいろかえる きくち　ちき／[作] 東京：偕成社 本館 E ｷ

ひよこはにげます福音館の幼児絵本 五味　太郎／作 東京：福音館書店 本館 E ｺﾞ

音にさわるはるなつあきふゆをたのしむ「手」／てんじつきさわるえほん 広瀬　浩二郎／作 偕成社 本館 E ﾋ

おさるのジョージとうひょうをする M.レイ／原作 岩波書店 本館 E ﾚ

【CＤ・DＶＤ】

タイトル 監督・出演 販売元 所蔵館 請求記号

ハイジ/アルプスの物語　 原作/ヨハンナ・シュピリ　監督
/アラン・グスポーナー

株式会社キノフィル
ムズ

本館 映像

Fukushima50　 原作/門田隆将　監督/若松節
朗　出演/佐藤浩市　渡辺謙

株式会社
KADOKAWA

本館 映像

介護ヨガ　 代表/足立千紘 株式会社シエスタ 本館 映像

全国共通防災　感染症対策落語　
構成/黒木公彦　出演/立川が
じら　市原由美江(内科・糖尿
病専門医)

(有)　十影堂エン
ターテイメント

本館 映像



※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。

ぶんぶんゴマ、巨大すごろく、おりがみ、カルタでみんなで楽しく遊びましょう。お友達

や家族と一緒に、遊びに来てね！

《日 時》 令和４年１月１５日（土） １３時３０分～１６時

《会 場》 本館２階 展示室

《対 象》 市内在住の幼児・小学生とその保護者

《定 員》 親子合わせて１５名 （先着順 定員になり次第締切）

《申込み》 １２月１４日（火）９時～ 本館カウンターで受付開始（電話可）

本館、文化センター図書室ともに

12月29日（水）から、1月3日（月）まで休館となります。

※この期間中の返却は、ブックポストをご利用ください。

お正月あそびを楽しもう！

図書館ボランティア「きいろいつばさ」が お手玉作りをお手伝いし、みんなで遊びます。 また、図書

館所蔵の昔の遊びの本（児童書）を用意し、参加者に紹介します。

《日 時》 令和４年１月２３日（日） １３時３０分～１５時

《会 場》 東西公民館 会議室 （本館3階）

《対 象》 幼児・小学生 （市外にお住まいの方でも可） ※針を使用しますので、小さなお子さまは、親子でご参

加ください。

《定 員》 ８組 （先着順 定員になり次第締切）

《申込み》 １２月１８日（土）９時～ 本館カウンターで受付開始 （電話可）

《持ち物》 糸きりばさみ または ハサミ

みんなでつくってあそぼう！

『サンタとおはなしの会』
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 


