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《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 通 常・・・9時～17時

6 7 8 9 10 11 12 木・金・・・9時～19時

13 14 15 16 17 18 19 　休館日

20 21 22 23 24 25 26 　館内整理日

27 28 29 30 31

3月 5日  (土) ～３月 27 日  (日)　『第2回裾野市の中学生が選ぶYA図書大賞』展 　　本館１階　 展示コーナー 

<開館時間>
3月

リ サ イ ク ル ブ ッ ク コ ー ナ ー 3月 11日  (金) ～３月30 日  (水) 　本館１階 　玄関ホール 図書館行事

文化センター図書室
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『 第２回裾野市の中学生が選ぶYA図書大賞』 結果発表

【図書館及び東西公民館に来館される皆様へ】

※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。

お知らせ

大 賞 作 品

「5分後に意外な結末」シリーズ

桃戸 ハル/編著 学研プラス 14票

2位 「しゃばけ」 シリーズ

畠中 恵/著 新潮社 12票

3位 「野ブタ。をプロデュース」 7票

白岩 玄/著 河出書房新社

投票総数26１票 投票ありがとうございました。

※４位以降の結果につきましては、図書館WEBサイト「YAトピックス」をご覧ください。



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館

スマホで楽しむLINE超入門 リンクアップ／著 技術評論社 本館

いちばんやさしい60代からのiPhone 13/13 Pro/13 Pro
Max/13 mini

増田　由紀／著 日経BP 本館

ニホンの神様&神社マップ
記紀と神社をめぐる
会／著

メイツユニバーサ
ルコンテンツ

本館

もし幕末に広報がいたら 鈴木　正義／著 日経BP 本館

「鎌倉殿」登場! 大迫　秀樹／編著
日本能率協会マ
ネジメントセン

本館

地図でスッと頭に入る47都道府県
なるほど知図帳編
集部／編

昭文社 本館

ビジネスマナーと仕事の基本ゆる図鑑 岡田　充弘／監修 宝島社 本館

昔話の扉をひらこう 小澤　俊夫／著 暮しの手帖社 本館

ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 うえたに夫婦／著 誠文堂新光社 本館

マンガでわかる!認知症 和田　秀樹／著 リベラル社 本館

mRNAワクチンの衝撃 ジョー・ミラー／著 早川書房 本館

圧力鍋の生涯作り続けたいレシピ100 石原　洋子／著 主婦と生活社 本館

一生ものの副菜 高山　かづえ／著 KADOKAWA 本館

伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ　2 タサン志麻／著 ワニブックス 本館

名もなき平日鍋100 オレンジページ 本館

心と体に効くお香のある生活 椎名　まさえ／監修 日東書院本社 本館

羽生善治の実戦次の一手 羽生　善治／著 河出書房新社 本館

<図解>まるわかり時事用語　2022→2023年版
ニュース・リテラシー
研究所／編著

新星出版社 本館

発信力を強化する「書く」「話す」サイクル さわらぎ　寛子／著 ぱる出版 本館

寂聴さんに教わったこと 瀬尾　まなほ／著 講談社 本館

母の待つ里 浅田　次郎／著 新潮社 本館

ミーツ・ザ・ワールド 金原　ひとみ／著 集英社 本館

もう別れてもいいですか 垣谷　美雨／著 中央公論新社 本館

透明な螺旋 東野　圭吾／著 文藝春秋 本館

桜風堂夢ものがたり 村山　早紀／著 PHP研究所 本館

一期一会の人びと 五木　寛之／著 中央公論新社 本館

その日まで 瀬戸内　寂聴／著 講談社 本館

塩の湿地に消えゆく前に
ケイトリン・マレン／
著

早川書房 本館

【3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

アルゴリズムがわかる図鑑 松浦　健一郎／著 技術評論社 本館

生きのびるための「失敗」入門 雨宮　処凛／著 河出書房新社 本館

マンガで読む武田二十四将 すずき　孔／著 戎光祥出版 本館

大学生活と法学 江藤　祥平／著 有斐閣 本館

食べものが足りない!食料危機問題がわかる本 井出　留美／著 旬報社 本館

吹奏楽部のトリセツ! 松元　宏康／監修 学研プラス 本館

13歳からのファシリテーション ちょん　せいこ／著
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

本館

5分後に意外な結末ex 桃戸　ハル／編著 学研プラス 本館

謎解きミステリー 有栖川　有栖／著 汐文社 本館

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館

司書の一日 WILLこども知育研究
所／編著

保育社 本館

ぼくのわたしの著作権ずかん 森田　盛行／監修 ほるぷ出版 本館

錯視で遊ぼう 杉原　厚吉／著 誠文堂新光社 本館

名探偵コナンKODOMO時事ワードクイズ　2022 読売KODOMO新聞
編集室／編

小学館 本館

日本の大地つくりと変化　4地震による大地の変化 鎌田　浩毅／監修 岩崎書店 本館

おいしいごはんとあまいコーヒー 片川　優子／作 講談社 本館

走れトラック、ねがいをのせて! 森埜　こみち／作 講談社 本館

滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田　拓夫／著 いかだ社 本館

マジシャンBAZZIの激ウケ!かんたんマジック BAZZI／監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

本館

よそんちの子 いとう　みく／文 ほるぷ出版 本館

ケケと半分魔女 角野　栄子／作 福音館書店 本館

夜カフェ　11 倉橋　燿子／作 講談社 本館

秘密に満ちた魔石館　3 廣嶋　玲子／作 PHP研究所 本館

かがやき子ども病院トレジャーハンター まはら　三桃／著 講談社 本館

あたしのおばあちゃんは、プタ ニーナ・ボーデン／
作

童話館出版 本館

旅の絵本　10 安野　光雅／[著] 福音館書店 本館

やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの? なかや　みわ／さく 白泉社 本館

車いすにのったらどうなるの?
ハリエット・ブランド
ル／作

ほるぷ出版 本館

ねこのオーランドー毛糸のズボン
キャスリーン・ヘイル
／さく

好学社 本館



お知らせ

図書館で所蔵していた図書で除籍した資料(一般書・児童書)を無料でお譲りします！

【 日時 】 3月11日（金）～3月30日（水） 午前9時～午後5時

〔木曜日・金曜日は午後7時まで〕 ※３月14日・22日・28日は休館日

【 会場 】 本館1階 玄関ホール

❏ 今回は雑誌・英字新聞の配布はございません。

❏ リサイクルブックサービスの資料はご自分で利用してください。転売はお断りします。

❏ お持ち帰りの袋は準備していないので、各自でご用意ください。

❏ 配布は少しずつ行い、無くなり次第終了します。

リサイクルブックコーナー

令和4年度 東西公民館講座受講生募集

原則として全回出席できる人(裾野市民でなくても可)を対象として公民館講座受講生を募集します。

【 申し込み期間 】 3月8日（火）～3月23日（水）

【 申し込み方法 】 希望講座名、お名前、年齢、住所、電話番号をご記入の上、メール(suzukitosyokan@gmail.com)

で送るか、東西公民館事務所へお申し込みください。

◎各講座、申込者多数の場合は抽選します。

◎受講料は開講時に集金します。

◎開講後に受講を辞退しても受講料の返金はできませんので、あらかじめご了承ください。

◎詳細につきましては、図書館WEBサイトをご覧ください。

講座名 基本曜日 開始時間 回数 対象 定員 内容
受講料
(年間)

費用・持ち物

英語遊び 第１土曜 13：30 9
小学

1～3年生
30 ゲームをしながら英語に親しみます。 1,800円 色鉛筆、はさみ

華道Ⅰ 第4金曜 13：30 9 一般 20 3.150円
花代 １回1,000円程度
花はさみ、花袋

華道Ⅱ 第4金曜 19：30 9 一般 20 3.150円
花代 １回1,000円程度
花はさみ、花袋

トールペイント 第2火曜 9：30 9 一般 20 木工製品にペイントし、作品を作ります。 3.150円
材料費（初心者2,000円～3,000円）
筆（細～太）

彫刻
（鎌倉彫）

第2土曜 9：30 9 一般 24 彫刻を学び作品を作ります。 3.150円
練習板950円～、塗り代～10,000円、
彫刻刀（講師が用意～4,200円）

書道 第2木曜 9：30 9 一般 24 かな文字、楷書、草書の技術を習得します。 3.150円

教材費年間7,200円（半期払）、半紙代
下敷き、筆(太・細)、墨又は墨汁、水性黒ペン
(ペン習字用)

あすなろ囲碁
土曜
(基本

月2回)

10：00 9 5歳以上 25 子どもから大人まで囲碁を楽しみます。

高校生以下

1,800円

大人

3.150円

なし

3.150円 筆記用具、下敷き、用紙代一般

生花、現代華の生け花の技術を習
得します。

文字の美しい書き方を基本から学
びます。

はじめての
ペン字レッスン

第4水曜 10:00 9 20


