
（「図書館だより」配架場所）
鈴木図書館本館・文化センター図書室・福祉保健開館
深良・富岡・須山支所、南児童館、生涯学習センター

鈴木図書館 　〒410-1127　裾野市平松495
TEL（055）992-2342・FAX（055）992-2373
E-mail　suzukitosyokan@gmail.com
文化センター図書室 　〒410-1117　裾野市石脇586
 TEL・FAX（055）993-9305

※ 須山地区コミュニティセンター図書室は、毎週金曜日の午後開室します。

※ 【休館日】の対象は鈴木図書館と文化センター図書室です。
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裾野市立鈴木図書
《8月の行事予定》

令和4年度「課題図書」・「感想画図書」の展示・貸出しをしています。

【期間】7月1日（金）～8月28（日）

【会場】本館1階 展示コーナー

【貸出冊数】1人1冊 【貸出期間】1週間

【予約冊数】1人1冊 ※延長手続きはできません。

★昨年度分の課題・感想画図書は通常通りの貸出しです。どうぞご利用ください。

図書館

WEB

図書館だよりは、

図書館WEBなら

カラーで見れるのん！



鈴木図書館では、おはなしボランティアの方々による読み聞かせ会を開催しています。
※開催日が変更になることが

たんぽぽさんの「おはなしの会」（毎月第1・2土曜日） ありますので、図書館だより＆

まほうのじゅうたんさんの「親子おはなし広場」（毎月第1火曜日） 図書館WEBで確認してください。

このほか、文化センター図書室・御宿台こども園子育て支援センターでも読み聞かせ会を開催しています。
スケジュールの詳細は、各施設にお問い合わせください。

文化センター図書室（℡055-993-9305） 親子おはなしの会（毎月第3火曜日）
御宿台子育て支援センター（℡055-997-2748） おはなしの会（毎月第2火曜日）

2022.7.30 2022.6.21～30

なつやすみ図書館なぞときゲーム 蔵書点検

館内にあるなぞときポイントを探して謎を解く 鈴木図書館と文化センター図書室図書室は
「なつやすみ図書館なぞときゲーム」を開催 1年に1度、休館日も含めての10日間ほど
しました。 をかけて「蔵書点検」を行っています。
小さい子どもから小学生までの52人が楽しそう 図書館が所蔵する図書や資料は全部で約23
に問題に挑戦し、そのうち29人が全問正解でし 万点。これらを全ての所在確認を行います。
た。 今年は館内の掲示物や机・椅子などのレイア
参加者全員に鈴木図書館オリジナルの缶バッジ ウトも変更し、お客様をお迎えする準備を
をプレゼント！　何が出てくるのかワクワクする しました。
ガチャガチャも好評でした。

（問題の一例）

イベント活動報告

おはなしの会 親子おはなし広場



書名 著者 出版者 所蔵館 請求記号

かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田　ひさ子／著 あさ出版 本館 146.8 ﾄ

鎌倉13人衆の真実
東大教授がまんがと図解で教える!

本郷　和人／著 宝島社 本館 210.4 ﾎ

夕暮れに夜明けの歌を
文学を探しにロシアに行く

奈倉　有里／著 イースト・プレス 本館 293.8 ﾅ

相続専門の税理士、父の相続を担当する 清田　幸弘／著 あさ出版 本館 345.5 ｾ

カーブスの健康たんぱく質ごはん
やせる!血糖値の改善!高血圧の予防に!／FUSOSHA MOOK

カーブス／企画監修 扶桑社 本館 498.5 ｶ

住宅営業マンぺこぺこ日記
「今月2件5000万!」死にもの狂いでノルマこなします

屋敷　康蔵／著 三五館シンシャ 本館 520.9 ﾔ

87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良　美智子／著 すばる舎 本館 590.4 ﾀ

冷凍王子の冷凍大全 西川　剛史／著 サンマーク出版 本館 596 ﾆ

みのり菓子　　旅するようにお菓子をつくる 小林　優子／著 天夢人 本館 596.6 ｺ

素晴らしきお菓子缶の世界 中田　ぷう／著 光文社 本館 675.1 ﾅ

俺ではない炎上 浅倉　秋成／著 双葉社 本館 913.6 ｱ

南蛮の絆　　多聞と龍之進 大村　友貴美／著 双葉社 本館 913.6 ｵ

空をこえて七星のかなた
Over the Sky,Beyond the Universe

加納　朋子／著 集英社 本館 913.6 ｶ

広重ぶるう　　HIROSHIGE BLUE 梶　よう子／著 新潮社 本館 913.6 ｶ

残された人が編む物語 桂　望実／著 祥伝社 本館 913.6 ｶ

氷の致死量　　a lethal dose of ice 櫛木　理宇／著 早川書房 本館 913.6 ｸ

カレーの時間 寺地　はるな／著 実業之日本社 本館 913.6 ﾃ

属国の銃弾 永瀬　隼介／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾅ

宙ごはん 町田　そのこ／著 小学館 本館 913.6 ﾏ

夢をかなえるゾウ　0
ガネーシャと夢を食べるバク

水野　敬也／著 文響社 本館 913.6 ﾐ

99年、ありのままに生きて 瀬戸内　寂聴／著 中央公論新社 本館 914.6 ｾ

今日は、これをしました 群　ようこ／著 集英社 本館 914.6 ﾑ

リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン／著 集英社 本館 933.7 ｳ

80歳の壁 和田　秀樹／著 幻冬舎 本館 N 159.7 ﾜ

変異ウイルスとの闘い
コロナ治療薬とワクチン

黒木　登志夫／著 中央公論新社 本館 N 493.8 ｸ

13歳からの著作権
「権利」とのつきあい方がわかる本／コツがわかる本

久保田　裕／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 本館 Y 021 ｼﾞ

18歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール
かしこい消費者になろう!

消費者教育支援センター／監修 東京：旬報社 本館 Y 365 ｼﾞ

君に勧む杯
case井伏鱒二／文豪とアルケミスト ノベライズ

仁木　英之／著 東京：新潮社 本館 YB 913.6 ﾆ

ブラックホールってなんだろう?
たくさんのふしぎ傑作集

嶺重　慎／文 東京：福音館書店 本館 443 ﾐ

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート／文と絵 大阪：創元社 本館 491 ｳ

めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図
完全版／子供鉄道ファン必読!!

地理情報開発／編 東京：永岡書店 本館 686 ﾒ

おかげさまで名探偵
[ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ]　[24]

杉山　亮／作 東京：偕成社 本館 913 ｽ

はりねずみのノート屋さん　福音館創作童話シリー
ズ

ななもり　さちこ／作 東京：福音館書店 本館 913 ﾅ

【新着案内】
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書名 著者 出版者 所蔵館 請求記号

きりんのまいにち　　飛ぶ教室の本 二宮　由紀子／作 東京：光村図書出版 本館 913 ﾆ

たぶんみんなは知らないこと 福田　隆浩／著 東京：講談社 本館 913 ﾌ

しゅくだいドッジボール　　とっておきのどうわ 福田　岩緒／作・絵 東京：PHP研究所 本館 913 ﾌ

あそび室の日曜日
町長さんのアイドルコンテスト／わくわくライブラリー

村上　しいこ／作 東京：講談社 本館 913 ﾑ

生まれかわりのポオ 森　絵都／作 東京：金の星社 本館 913 ﾓ

いちばんたいせつなもの 斎藤　貴男／作 東京：新日本出版社 本館 913.6 ｻ

ようこそ!あかちゃん
せかいじゅうの家族のはじまりのおはなし

レイチェル・グリーナー／文 東京：大月書店 本館 E ｵ

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス
きょだいよくりゅうとたたかうまき／恐竜だいぼうけん

黒川　みつひろ／作・絵 東京：小峰書店 本館 E ｸ

ゆかしたのワニ　　こどものとも絵本 ねじめ　正一／文 東京：福音館書店 本館 E ｺ

ちいさなしまのだいもんだい スムリティ・プラサーダム・ホールズ／文 東京：光村教育図書 本館 E ｽ

くみたて　　日本傑作絵本シリーズ 田中　達也／作 東京：福音館書店 本館 E ﾀ

きょうは選挙の日。 塚本　やすし／作 東京：汐文社 本館 E ﾂ

世界の市場
おいしい!たのしい!24のまちでお買いもの

マリヤ・バーハレワ／文 東京：河出書房新社 本館 E ﾃﾞ

ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ／ぶん え 東京：福音館書店 本館 E ﾌﾞ

ぼりすとこお ディック・ブルーナ／ぶん え 東京：福音館書店 本館 E ﾌﾞ

おばけのジョージーたからさがし ロバート・ブライト／さく 東京：好学社 本館 E ﾌﾞ

おふろのなかのジャングルたんけん
絵本・こどものひろば

まつおか　たつひで／作・絵 東京：童心社 本館 E ﾏ

ちびちびパンダ みやにし　たつや／作絵 東京：金の星社 本館 E ﾐ

戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン／作 東京：ブロンズ新社 本館 E ﾛ

8月20日（土）には、ビキニ環礁での水爆実験で

被爆した「第5福竜丸」を題材にした紙芝居の作者

を招いて、読み聞かせとフリートークを行います。

【新着案内】
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「あいとへいわ」展　　　8月28日（日）まで開催中

本を通じて、「あい」と「へいわ」について考えて

みませんか。


