
≪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

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

発行：裾野市立鈴木図書館

1月

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～

  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

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

図書館ウェブサイト

QRコード

【図書館クラブ及び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。

＜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）、南児童館、 鈴木図書館

本館、文化センター図書室など

鈴木図書館 本館 〒410-1127 裾野市平松495 TEL（055）992-2342 FAX（055）992-2373

文化センター図書室 〒410-1117 裾野市石脇586 TEL・FAX（055）993-9305

　 ○本　　館

　 ○文化センター図書室

通 常・・・9時～17時

木・金・・・9時～19時

<開館時間>

 2022年6月号

発行：裾野市立鈴木図書館



【一般書】

書名 著者 出版社 所蔵館 請求記号

一冊でわかる室町時代 大石　学／監修 河出書房新社 本館 210.4 ｲ

地球の歩き方aruco東京で楽しむイタリア&スペイン 地球の歩き方 本館 291.3 ﾁ

私の老後私の年金 長尾　義弘／著 河出書房新社 本館 364.6 ﾅ

発達障害の子どもに自立力をつける本 高山　恵子／監修 講談社 本館 378.8 ﾊ

気候危機がサクッとわかる本 森　朗／監修 東京書籍 本館 451.8 ｷ

結局、自律神経がすべて解決してくれる 小林　弘幸／著 アスコム 本館 498.3 ｺ

手でかくとなぜいいか? 結城　俊也／著 郵研社 本館 498.3 ﾕ

いつかは訪れたい美しき世界の寺院・神殿 マイケル・ケリガン／著
日経ナショナルジ
オグラフィック社 本館 526.1 ｹ

ツレヅレハナコの愛してやまないたまご料理 ツレヅレハナコ／著 サンマーク出版 本館 596.3 ﾂ

ふとらないクリームのお菓子 茨木　くみ子／著
エムディエヌコーポ
レーション 本館 596.6 ｲ

アクアリウムのある生活 千田　義洋／監修 日東書院本社 本館 666.9 ｱ

怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫　渉／著 KADOKAWA 本館 686.3 ﾜ

ラブカは静かに弓を持つ 安壇　美緒／著 集英社 本館 913.6 ｱ

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎／著 幻冬舎 本館 913.6 ｲ

闇の余白 石川　智健／著 光文社 本館 913.6 ｲ

六法推理 五十嵐　律人／著 KADOKAWA 本館 913.6 ｲ

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一／著 朝日新聞出版 本館 913.6 ｼ

任俠ショコラティエ 新堂　冬樹／著 双葉社 本館 913.6 ｼ

百年厨房 村崎　なぎこ／著 小学館 本館 913.6 ﾑ

それでも日々はつづくから 燃え殻／著 新潮社 本館 914.6 ﾓ

もう行かなくては イーユン・リー／著 河出書房新社 本館 933.7 ﾘ

印
アーナルデュル・イ
ンドリダソン／著

東京創元社 本館 949.5 ｱ

捜索者 タナ・フレンチ／著 早川書房 本館
B 933.7

ﾌ

【6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

見るだけIT用語図鑑278 新入社員、ITに苦手意識を持っている人にも役立つ 草野　俊彦／著 SBクリエイティブ 本館 Ｙ 007 ｸ

高校生からのPython入門 立山　秀利／著 ジャムハウス 本館 Y 007.6 ﾀ

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば／著 新日本出版社 本館 Y 388.1 ｸ

恋愛問題は止まらない 吉野　万理子／作 小学館 本館 Y 913 ﾖ

百花宮のお掃除係　6 転生した新米宮女、後宮のお悩み解決します。 黒辺　あゆみ／著 KADOKAWA 本館 Y 913.6 ｸ

小説版であいもん 雪下に春を待つ 浅野　りん／原作・イラスト KADOKAWA 本館 YB 913.6 ｺ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

サイバーセキュリティー会社図鑑未来をつくる仕事がここにある
NRIセキュアテクノロ
ジーズ／監修 日経BP 本館 007 ｻ

「オードリー・タン」の誕生だれも取り残さない台湾の天才IT相 石崎　洋司／著 講談社 本館 289 ｵ

しごととつくりがよくわかる!じどう車くらべ　[1]パトロールカー・はしご車・きゅうきゅう車
小賀野　実／監
修・写真 金の星社 本館 537 ｼ

チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室シンプルなのにびっくりアート! チャンキー松本／作
太郎次郎社エ
ディタス 本館 726 ﾁ

風の草原トガリ山のぼうけん　1／図書館版 いわむら　かずお／文・絵 理論社 本館 913 ｲ

ひみつの地下図書館　1クモの巣で大さわぎ?! アビー・ロングスタッフ／作 ほるぷ出版 本館 933 ﾛ

ぼくらのサブウェイ・ベイビー ピーター・マキューリオ／作
サウザンブッ
クス社 本館 E ｴ

うろおぼえ一家のパーティー 出口　かずみ／作 理論社 本館 E ﾃﾞ

いのちの水ブルガリアの昔話／世界傑作絵本シリーズ 八百板　洋子／再話 福音館書店 本館 E ﾊﾞ

へびながすぎる ふくなが　じゅんぺい／作 こぐま社 本館 E ﾌ

へんしんすがたをかえるイモムシ 桃山　鈴子／作 福音館書店 本館 E ﾓ

おとうとがおおきくなったら ソフィー・ラグーナ／文 徳間書店 本館 E ﾜ

【視聴覚】

書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

  天地創造デザイン部　1 監督/増井壮一　原作/
蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子

ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾋﾟｸ
ﾁｬｰｽﾞ㈱ 本館 KD3 ﾃ　1769

  がんと生きる　言葉の処方箋 監督/野澤和之　出演/樋野
興夫　宗本義則　他 ㈲ﾗｲｽﾞ 本館 D2　ｶﾞ　1775

  モールおじさんとチョコレート工場 監督/ﾏﾇｴﾙ･ﾌﾙﾘﾝ･ﾍﾝﾄﾞﾘｰ
出演/ｼｭﾃﾌｧﾝ・ｸﾙﾄ　他 ㈱ﾁｬﾝｽｲﾝ 本館 D1　ﾓ　1776



☆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。


