
≪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》

やなせ　たかし／作・絵

大西　暢夫／著

　 《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

<開館時間>
4月

図書館行事 　　本館・文化センター図書室 
　本館１階展示コーナー 

4月20日(水)9-12時・27日(水)13-16時
４月2日  (土) ～　23 日  (土)

ファーストブック
テーマ展示「春のリメイク・DIYに挑戦展」

文化センター図書室

裾野市立  2022年4月号

発行：裾野市立鈴木図書館

鈴木図書館 本館 

図書館ウェブサイト

QRコード

４月１日(金)から、鈴木図書館２階の

『 視聴覚室 』 と 『 展示室 』 の貸出を開始します。

【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）。

※体調のすぐれない方の入館はご遠慮願います。

🚍駐車場スペースが少ないので、なるべく公共交通機関でお越しください。空いていない場合は市役所駐車場をご利用ください。

お知らせ

使用区分 
使用料 

時間及び基本料金 

名称等 9 時～

正午 

13 時～

17時 

18 時～

21時 

9 時～

17時 

13 時～

21時 

9 時～

21時 

会議室 1 円 円 円 円 円 円 

770 1,050 1,470 1,820 2,520 3,290 

〃  2 770 1,050 1,470 1,820 2,520 3,290 

〃  3 770 1,050 1,470 1,820 2,520 3,290 

実習室 770 1,050 1,050 1,820 2,100 2,870 

和室 1,050 1,570 2,100 2,620 3,670 4,720 

視聴覚室 1,050 1,430 1,050 2,480 2,480 3,530 

展示室 1,210 1,540 1,210 2,750 2,750 3,960 

 

詳しくはこちらを

ご覧ください。👉

東西公民館定期講座 受講生 追加募集中
英語遊び（小１～４）、華道I(昼)、華道II(夜)、ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ、彫刻(鎌倉彫)、

書道、囲碁、はじめてのペン字の各講座を追加募集中です。 詳しくはこちらを

ご覧ください。👉



書名 著者 出版社 所蔵館

【一般書】

史伝北条義時　－武家政権を確立した権力者の実像－ 山本　みなみ／著 小学館 本館

ミシンと金魚 永井　みみ／著 集英社 本館

登山地図ガイド北アルプス<南部>
　－PEACSムック／新装版－

ピークス 本館

もっと!魔法のてぬきごはん　－宇宙一ラクチンなのに
超美味しい!／リピ間違いなし!88品－

てぬキッチン／著 ワニブックス 本館

時事ロシア語　－増補版／ 加藤　栄一／著 東洋書店新社 本館

跳べ、栄光のクワド　－小学館文庫　あ48-1－ 碧野　圭／著 小学館 本館

70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変
える!

塩野崎　淳子／著 すばる舎 本館

沖縄完全版　2023　－JTBのMOOK－
JTBパブリッシン
グ

本館

図解NPO法人の設立と運営のしかた　－これならわか
る!つくり方から解散の手続きまで／最新版－

宮入　賢一郎／著 日本実業出版社 本館

超図解レポート・論文術　－学生も社会人も悩まず書け
て高評価!－

石井　一成／監修 日本文芸社 本館

オオルリ流星群 伊与原　新／著 KADOKAWA 本館

花咲小路二丁目の寫眞館 小路　幸也／著 ポプラ社 本館

45歳からの定番おしゃれレッスン 堀川　波／著 PHP研究所 本館

名探偵・浅見光彦全短編　－The Complete Short
Stories of Great Detective Mitsuhiko Asami－

内田　康夫／著 光文社 本館

【ヤングアダルト】

中学理科のなぜ?が1冊でしっかりわかる本 佐川　大三／著 かんき出版 本館

世界が私を消していく 丸井　とまと／著 スターツ出版 本館

少年のための少年法入門 山下　敏雅／監修 旬報社 本館

涙と笑いのミステリー
－絶対名作!十代のためのベスト・ショート・ミステリー－

宮部　みゆき／著 汐文社 本館

【児童書】

荒野にヒバリをさがして
アンソニー・マゴー
ワン／作

徳間書店 本館

小説名探偵コナン　CASE4
－小学館ジュニア文庫　ジあ-2-28－

青山　剛昌／原作・
イラスト

小学館 本館

ざんねんないきもの事典　さらに
－おもしろい!進化のふしぎ－

今泉　忠明／監修 高橋書店 本館

ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう
－まるで本物!?あそべる工作－

いしかわ　まりこ／
作

汐文社 本館

球技のためのスポーツビジョントレーニング　　ジュニア
選手の競技力を高める視覚強化／コツがわかる本

石橋　秀幸／監修
メイツユニバーサ
ルコンテンツ

本館

いきものづくしものづくし　12
松岡　達英／[ほか
作]

福音館書店 本館

あんぱんまんとごりらまん
－やなせたかしのあんぱんまん1973／新装版－

やなせ　たかし／
作・絵

フレーベル館 本館

楽しくおぼえよう!はじめての手話と点字　[1]
－目で見る言葉／手話－

金の星社 本館

和ろうそくは、つなぐ 大西　暢夫／著 アリス館 本館

【4月の新着案内】　（図書館WEBサイトでもお知らせしています）


