
≪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 通 常・・・9時～17時

2 3 4 5 6 7 8 木・金・・・9時～19時

9 10 11 12 13 14 15 　休館日

16 17 18 19 20 21 22 　館内整理日

23 24 25 26 27 28 29

30 31

23日（日） 13時30分～ 東西公民館　会議室図書館行事

ファーストブック・セカンドブック

おてだまの会
※事前申し込み必要

本館2階　展示室

本館・文化センタ-図書室19日（水） 9時00分～

26日（水） 13時00分～ 本館・文化センタ-図書室

  東西公民館　会議室1・2

<開館時間>

短歌会（新春短歌教室） 13時00分～

 8日（土）

 9日（日）

 茶道教室Ⅰ 13時00分～

 古文書を読む会 13時30分～

 13日（木）

14日（金）

東西公民館　実習室

 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

1月

発行：裾野市立鈴木図書館

親子わいわい広場
※事前申し込み必要

13時30分～

図書館講座

 東西公民館 　 和室

 俳句会 13時00分～

 茶道教室Ⅱ 19時00分～

16日（日）

15日（土）

 7日（金）

 美術教室 10時00分～

裾野市立 2022年1月号

鈴木図書館 本館 

文化センター図書室

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。

「劇団SPAC泉鏡花展」

劇団SPACの公演『夜叉ヶ淵』の作者・泉鏡花の著書を集めて紹介します。

【期 間】 １月１５日（土）～１月２９日（土） （期間中、貸出もできます）

【会 場】 本館１階展示スペース

１月の展示

市内小・中学校書初め展を開催します。

市内の各小学校（９校）・中学校（5校）から選出された１３８点の作品を展示します。

【期 間】 １月２６日（水）～２月６日（日） 午前９時～午後５時

※木・金曜日・・・午後７時まで

【会 場】 本館２階展示室

「第５３回書き初め展」



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

TAKE NOTES! ズンク・アーレンス／著 日経BP 本館 002.7 ｱ

神業パワポ PPDTP／著 インプレス 本館 007.6 ｶ

100万回死んだねこ 福井県立図書館／編著 講談社 本館 015.2 ﾋ

今さら聞けない!世界史のキホンが2時間で全部頭に入る 馬屋原　吉博／著 すばる舎 本館 209 ｳ

鎌倉殿と執権北条氏の歴史 福田　智弘／監修 メディアソフト 本館 210.4 ｶ

一冊でわかる江戸時代 大石　学／監修 河出書房新社 本館 210.5 ｲ

しずおか美味しいキャンプガイド 静岡新聞社出版部 本館 291.5 ｼ

仕事はかどり図鑑 河西　紀明／共著
エムディエヌコーポ
レーション

本館 336.2 ｶ

この働き方大丈夫? 中国新聞取材班／著 集広舎 本館 366.0 ｺ

世界の名建築歴史図鑑 五十嵐　太郎／編著 エクスナレッジ 本館 520.2 ｲ

すごい平屋 エクスナレッジ 本館 527.1 ｽ

トコトンやさしい環境発電の本 山崎　耕造／著 日刊工業新聞社 本館 543 ﾔ

匠が教える酒のすべて 大越　智華子／著 三笠書房 本館 588.5 ｵ

月居良子の一年中のトップス&ワンピース 月居　良子／著
文化学園文化出版
局

本館 593.3 ﾂ

月居良子の一年中のパンツ&スカート 月居　良子／著
文化学園文化出版
局

本館 593.3 ﾂ

糖質オフの電気圧力鍋レシピ 岩崎　啓子／著 ナツメ社 本館 596 ｲ

図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野　一枝／編著 郵研社 本館 645.7 ﾀ

きのう何食べた?〜シロさんの簡単レシピ〜　2 講談社／編 講談社 本館 778.8 ｷ

東京2020オリンピック・パラリンピック写真集 時事通信出版局 本館 780.6 ﾄ

羽生結弦未来をつくる 羽生　結弦／著 集英社 本館 784.6 ﾊ

共に、前へ 羽生結弦
日本テレビ「news every.」取
材班／著

祥伝社 本館 784.6 ﾊ

エール 朝倉　宏景／著 講談社 本館 913.6 ｱ

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳　碧人／著 双葉社 本館 913.6 ｱ

ミチクサ先生　上 伊集院　静／著 講談社 本館 913.6 ｲ

ミチクサ先生　下 伊集院　静／著 講談社 本館 913.6 ｲ

ロミオとジュリエットと三人の魔女 門井　慶喜／著 講談社 本館 913.6 ｶ

アスクレピオスの断罪 北里　紗月／著 講談社 本館 913.6 ｷ

【1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

生きるって、なに?死ぬって、なに? 東京書店 本館 Y 114 ｲ

平等ってなんだろう? 齋藤　純一／著 平凡社 本館 Y 316 ｻ

マイテーマの探し方 片岡　則夫／著 筑摩書房 本館 Y 375 ｶ

世界一くさい食べもの 小泉　武夫／著 筑摩書房 本館 Y 383 ｺ

まるで魔法のような本当の話 TERUKO／著 くもん出版 本館 Y 404 ﾃ

星空教室 藤井　旭／著 誠文堂新光社 本館 Y 443.8 ﾌ

英文法の解剖図鑑
すずき　ひろし／著・イラ
スト

青春出版社 本館 Y 835 ｽ

マイブラザー 草野　たき／著 ポプラ社 本館 Y 913 ｸ

5分後に妖しい異世界のラスト エブリスタ／編 河出書房新社 本館 Y 913 ｺﾞ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

田中久重と技術 河本　信雄／著 玉川大学出版部 本館 289 ﾀ

もしものための防犯ゼミナール 学研プラス 本館 368 ﾓ

ジュニア空想科学読本　17 柳田　理科雄／著 汐文社 本館 404 ﾔ

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村　陽子／著 主婦の友社 本館 407 ﾅ

鳥になった恐竜の図鑑 真鍋　真／監修 学研プラス 本館 457 ﾄ

自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち キャサリン・バー／文 化学同人 本館 489 ﾊﾞ

自動車のひみつ 廣田　幸嗣／監修 小学館 本館 537 ｼﾞ

わくわく手芸部　1 ミカ／著 誠文堂新光社 本館 594 ﾐ

小学生でも安心!はじめてのモルモット正しい飼い方・育て方 大庭　秀一／監修 メイツユニバーサルコンテンツ本館 645 ｼ

リサイクルでかんたん!エコ手芸 寺西　恵里子／著 新日本出版社 本館 754 ﾃ

試合で勝てる!小学生のバドミントン上達のコツ50 城戸　友行／監修 メイツユニバーサルコンテンツ本館 783 ｼ

がっこう回文　3 ながた　みかこ／文 汐文社 本館 807 ﾅ

雌牛のブーコラ
東京子ども図書館／編
纂

東京子ども図書館 本館 908 ﾒ

あっしはもしもし湾にすむカメ次郎ともうします 岩佐　めぐみ／作 偕成社 本館 913 ｲ

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの　ゆうこ／作 講談社 本館 913 ｶ

たんていくまたろう さかまき　ゆか／作 あかね書房 本館 913 ｻ

オンボロやしきの人形たち
フランシス・ホジソン・
バーネット／作

徳間書店 本館 933 ﾊﾞ

いきものづくしものづくし　9 内城　葉子／[ほか作] 福音館書店 本館 E ｲ

ロボベイビー
デイヴィッド・ウィーズ
ナー／作

BL出版 本館 E ｳ

もふもふライリーとちいさなエリザベス ナカイ　サヤカ／文 サウザンブックス社 本館 E ｳ



※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。

お正月あそびを楽しもう！

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）

《申込み方法》 １２月１４日（火）９時～ 本館カウンターで受付開始（電話可）

図書館講座短歌会「新春短歌教室」参加・見学者募集

１月の図書館講座短歌会は、新春短歌教室を開催します。

１首詠草をお持ちになり参加してみませんか。（見学のみも可能）

《日 時》 令和４年１月9日（日） 午前10時から

《講 師》 藤岡 武雄 氏（すその牧水を語る会 元 日本歌人クラブ会長）

《内 容》 各自の詠草の発表。講師からのアドバイス。

《定 員》 １0名 （先着順 定員になり次第締切）

《申込み方法》 １２月２１日（火）９時～ 本館カウンターで受付（電話も可）

※参加を希望される方は、「実」の文字が入っている、または自由題の詠草を1首お持ちく

ださい。

(c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.


