
13：30～

公：英語遊び
（東西公民館）

10：30～ 9：30～ 13：00～ 9：30～

19：00～

9：00～ 10：00～

※「公」は「公民館講座」

（「図書館だより」配架場所）
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このQRコードから、 深良・富岡・須山支所、南児童館、生涯学習センター
図書館WEBが見られるのん！
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　E-mail　suzukitosyokan@gmail.com
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　TEL・FAX（055）993-9305
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方の元で楽しんでいただけたら嬉しいです。

おはなしフェスティバル・ぬいぐるみお泊り会

今年もおはなしフェスティバル“ぬいぐるみお泊り会”を開催

しました。嬉しいことに、参加者の中には去年も参加してくだ

さったお子さんがが！

イベント当日はボランティアによる読み聞かせや手遊びでお

楽しみいただき、最後にお気に入りのぬいぐるみが図書館に

お泊りして、館内を探検してまわった様子をおさめた写真集

を参加者にプレゼントしました。お気に入りのぬいぐるみが

今年も保存期間を過ぎた雑誌や除籍した本の無償

配布を行いました。特に雑誌は毎週メニューが変わ

るため、初日の土曜日には多くの方に来館いただ

き、雑誌や本をお持ち帰りいただきました。

図書館での役目を終えた本が、また新たな持ち主の

2022.10.15（土）～11.11（金）

リサイクルブック

写った「自分だけの写真集」をとても喜んでくださいました。

第3回目は12月17日（土）に開催します。

2022.11.19（土）

2022.11.6（日）・11.26（土）

「おもいやりかみしばい」の上演

裾野市人権擁護委員の方々による紙芝居の上演がありまし

た。第1回の紙芝居は「ずっとともだちでいたいから」。

見た目は違うけど、個々の個性を大切にしようという内容

イベント活動報告

2022.10.26（水）～

図書館で割箸プロジェクト

で、改めて人権は身近なところからの取り組みが大切と感

じる紙芝居でした。子どもも大人も必見です！

県グリーンバンクから頂いた割箸を、秋の読書週

間に合わせ、鈴木図書館本館や文化センター図書

室で配布しました。森林への興味や関心を持って

いただけるよう森や木々の本も展示しました。



書名 著者 出版者 所蔵館 請求記号

ザ・ミュージアム　　世界の知と美の殿堂 オーウェン・ホプキンズ／著 東京：河出書房新社 本館 069.0 ﾎ

70歳からの選択
健康・お金・時間・家族…これをやめれば楽になる

和田　秀樹／著 東京：徳間書店 本館 159.7 ﾜ

歴史を拓いた明治のドレス
DRESS OF MEIJI THAT DEVELOPED HISTORY

吉原　康和／著 東京：G.B. 本館 210.0 ﾖ

世界から忘れられた廃墟
誕生・繁栄・破滅の物語／NATIONAL GEOGRAPHIC

トラビス・エルボラフ／著 東京：日経ナショナルジオグラフィック 本館 290.9 ｴ

有事、国民は避難できるのか
「ウクライナ戦争」から日本への警鐘

日本安全保障戦略研究所／編著 東京：国書刊行会 本館 393.6 ﾕ

今と未来がわかる脳と心 毛内　拡／監修 東京：ナツメ社 本館 491.3 ｲ

筋肉と美容のミカタたんぱく質大全 河谷　彰子／監修 東京：成美堂出版 本館 498.5 ｷ

この人と、一緒にいるって決めたなら　　タサン志麻&ロマン、私たちの場合 タサン志麻／著 [東京]：日経BP 本館 590.4 ﾀ

ウィーン菓子図鑑
伝統からモダンまで、知っておきたい菓子80選とカフェ文化

小菅　陽子／著 東京：誠文堂新光社 本館 596.6 ｺ

知られざる国鉄遺産“エキナカ”　　もう一つの鉄道150年 高木　豊／著 東京：日刊工業新聞社 本館 686.5 ﾀ

正倉院宝物を10倍楽しむ 山本　忠尚／著 東京：吉川弘文館 本館 702.1 ﾔ

小さな言の葉の本　　The Little Book of Words 東　直子／監修 名古屋：リベラル社 本館 814 ﾁ

烏の緑羽　　[八咫烏シリーズ]　[2-3] 阿部　智里／著 東京：文藝春秋 本館 913.6 ｱ

月の立つ林で　　In the woods with a view of the moon 青山　美智子／著 東京：ポプラ社 本館 913.6 ｱ

なんとかしなくちゃ。　青雲編 恩田　陸／著 東京：文藝春秋 本館 913.6 ｵ

闇の聖域 佐々木　譲／著 東京：KADOKAWA 本館 913.6 ｻ

オメガ城の惨劇
SAIKAWA SOHEI'S LAST CASE／オメガ城の惨劇

森　博嗣／著 東京：講談社 本館 913.6 ﾓ

栞と噓の季節　　The Bookmark and The Lie 米澤　穂信／著 東京：集英社 本館 913.6 ﾖ

平和を愛したスパイ　　論創海外ミステリ　289 ドナルド・E.ウェストレイク／著 東京：論創社 本館 933.7 ｳ

銀座「四宝堂」文房具店 上田　健次／著 東京：小学館 本館 B 913.6 ｳ

悪しき正義をつかまえろ　　ロンドン警視庁内務監察特別捜査班 ジェフリー・アーチャー／著 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン 本館 B 933.7 ｱ

ウクライナ戦争と米中対立　　帝国主義に逆襲される世界 峯村　健司／著 東京：幻冬舎 本館 N 319.3 ｳ

新海誠　　国民的アニメ作家の誕生 土居　伸彰／著 東京：集英社 本館 N 778.7 ﾄﾞ

13歳からの「集中力」向上バイブル
勉強に使える!一生役立つ!／本当の自分の力を引き出す本

森　健次朗／監修 東京：メイツユニバーサルコンテンツ 本館 Y 141 ｼﾞ

10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典
格差社会の不安にそなえるお守りBOOK

井手　英策／著 東京：誠文堂新光社 本館 Y 364 ｲ

きみの鐘が鳴る　　teens' best selections　63 尾崎　英子／作 東京：ポプラ社 本館 Y 913 ｵ

5分で読書　　全力の「好き」をキミにあげる 藤崎　珠里／著 東京：KADOKAWA 本館 Y 913 ﾌ

淡海乃海 水面が揺れる時　13
三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲

イスラーフィール／著 東京：TOブックス 本館 Y 913.6 ｲ

こどもモヤモヤ解決BOOK
もふもふ動物に癒やされながら、みんなの悩みをスッキリさせる159のヒント

熱海　康太／著 東京：えほんの杜 本館 159 ｱ

なぜ飛行機は空を飛べるの?説明できない?カガクのふしぎ 高橋　典嗣／監修 東京：マイクロマガジン社 本館 404 ﾅ

チャコウラさんの秘密を知りたい!ナメクジの話 宇高　寛子／[著] 東京：偕成社 本館 484 ｳ

羽生善治のこども将棋入門中盤の戦い方 羽生　善治／監修 東京：池田書店 本館 796 ﾊ

にわか魔女のタマユラさん 伊藤　充子／作 東京：偕成社 本館 913 ｲ

だれもしらない小さな家 エリナー・クライマー／作 東京：岩波書店 本館 933 ｸ

名探偵ポアロ ポアロのクリスマス アガサ・クリスティー／著 東京：早川書房 本館 933 ｸ

ぶるばびぶーん　　　くるまのえほん ささき　しゅん／さく 東京：福音館書店 本館 E ｻ

コールテンくんのポケット ドン・フリーマン／作 東京：好学社 本館 E ﾌ

トスカのクリスマス マシュー・スタージス／文 東京：徳間書店 本館 E ﾓ

どきどきキッチンサーカス 石津　ちひろ／文 東京：福音館書店 本館 E ﾔ

あくたれラルフのクリスマス ジャック・ガントス／さく 長崎：童話館出版 本館 E ﾙ

ウタの歌／ONE PIECE FILE RED　C4　2129 歌／　Ado ユニバーサルミュージック合同会社 文化 C4 ｳ 2129

ハラミ定食～Streetpiano Collection～　C4　2127 演奏／ハラミちゃん avex trax 文化 C4 ﾊ 2127

心を育てる　せかいむかしばなし1　KC7　2122 企画・制作/でじじ パンローリング㈱ 文化 FC７ ｺ 2122

おかあさんといっしょ
最新ベスト～おたすけ！およよマン　KC8　2130

歌／花田ゆういちろう、小野あつこ ㈱ポニーキャニオン 文化 KC8 ｵ 2130
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親子で楽しむ読み聞かせイベント「サンタとおはなしの会」を開催
します。大型絵本や紙芝居の中から、クリスマスに合わせた特別な
プログラムをご用意して、皆様をお待ちしております。

日　時 12月17日（土）
場　所 東地区コミュニティセンター（東小学校体育館内）

午後2時から（30分～1時間）
※今年は場所が変わります

内　容 大型絵本などを使用した、”おはなしボランティア
たんぽぽ”によるおはなし会です。

定　員 12組（定員になり次第締め切ります）

申込み 12月3日（土）午前9時から鈴木図書館本館で受付開始
電話申込みも可能です（℡055-992-2342）

裾野市人権擁護委員会と鈴木図書館のコラボで、いじめや
差別をなくし、自分や周囲の人への思いやりと優しい心を育
てるきっかけ作りとなるよう「おもいやりかみしばい」を上演
します。
幼児から小学校低中学年向けの内容ですが、大人の方でも楽
しめて、お子様と一緒に人権について考えることができる
内容です。啓発グッズの配布もあります。ぜひ親子お揃いでご
覧ください。

また鈴木図書館からは、お子様向けの人権が学べる本を展示
します。紙芝居を見て、ご自宅でもお子様が人権について学べ
るような本をご紹介しますので、合わせてお読みください。

12月17日（土）の第3回目の演目は「はんぶんこ」です。

図書館映画会を開催します。
今回はBS11などで放送されていた「はたらく細胞！！」を上映
します。
TV放送を見ていた方もそうでない方もお家のテレビより大きな
スクリーンで楽しむのはいかがでしょうか。

日　時 令和5年1月21日（土）　　午後2時00分～3時40分
会　場 東西公民館会議室1・2　(鈴木図書館3階）
その他 事前申込制　　最大35人まで

申込み 12月21日（水）午前9時から鈴木図書館本館で受付開始
電話申込みも可能です（℡055-992-2342）

※余裕がある場合は当日でも入場できます。

図書館映画会

12月の行事案内

　　　　　　12/3 申込みスタート！

　　　　　サンタとおはなしの会

　　あゆみちゃんとまもる君の

　　おもいやりかみしばい

（申込みは必要ありません）

12/21 申し込みスタート！

鈴木図書館2階展示室を、学習スペースとして

お使いいただけます。お仲間同士の会話や飲食

もOKです。利用したい方はカウンターでお申込

みください。※展示室を行事等で使用しない日のみ

お知らせ


