
≪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。

🚍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。

＜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

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5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

源家滅亡 菊池　紳一／著
山川出版
社

本館 210.4 ｷ

商店街さんぽ あさみん／著
京都：学芸
出版社

本館 291.0 ｱ

テレワークも業務改善もさっぱりわからない私に新しい働き方を
教えてください!

沢渡　あまね／
監修

朝日新聞
出版

本館 336.2 ﾃ

科学のトリセツ
元村　有希子／
著

毎日新聞
出版

本館 404 ﾓ

世界が驚く日本のすごい科学と技術
左巻　健男／編
著

笠間書院 本館 502.1 ｻ

至高のレンジ飯 リュウジ／著
KADOKAW
A

本館 596 ﾘ

フランス仕込みのキッシュとタルト 若山　曜子／著
KADOKAW
A

本館 596.2 ﾜ

コールセンターもしもし日記 吉川　徹／著
三五館シ
ンシャ

本館 673.3 ﾖ

心心 石田　衣良／著
KADOKAW
A

本館 913.6 ｲ

午前0時の身代金 京橋　史織／著 新潮社 本館 913.6 ｷ

ヘパイストスの侍女 白木　健嗣／著 光文社 本館 913.6 ｼ

コスメの王様 高殿　円／著 小学館 本館 913.6 ﾀ

二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ／著 祥伝社 本館 913.6 ﾂ

にごりの月に誘われ 本城　雅人／著
東京創元
社

本館 913.6 ﾎ

アルツ村 南　杏子／著 講談社 本館 913.6 ﾐ

ついでにジェントルメン 柚木　麻子／著 文藝春秋 本館 913.6 ﾕ

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子／著
KADOKAW
A

本館 913.6 ﾕ

そんな親、捨てていいよ。 尾添　椿／著
KADOKAW
A

本館 916 ｵ

あの図書館の彼女たち
ジャネット・スケ
スリン・チャール

東京創元
社

本館 933.7 ｽ

シャギー・ベイン
ダグラス・スチュ
アート／著

早川書房 本館 933.7 ｽ

【5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

世界を変えた146人の子ども才能にめざめた若者たちの物語
ルーラ・ブリッジ
ポート／著

創元社 本館 Y 280 ﾌﾞ

これから大人になる君たちへ学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント 池上　彰／監修 KADOKAWA 本館 Y 304 ｺ

5分で読書アイツに届けわたしの想い／カドカワ読書タイム
カドカワ読書タイ
ム／編

KADOKAWA 本館 Y 913 ｺﾞ

ギソク陸上部部活系空色ノベルズ 山下　白／原案 学研プラス 本館 Y 913 ﾌ

レジェンドアニメ! 辻村　深月／著 マガジンハウス 本館 Y 913.6 ﾂ

異世界のんびり農家　12Farming life in another world
内藤　騎之介／
著

KADOKAWA 本館 Y 913.6 ﾅ

これは経費で落ちません!　9集英社オレンジ文庫　あ3-10／経理部の森若さん 青木　祐子／著 集英社 本館 YB 913.6 ｱ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

未来が広がる最新ロボット技術　1作り、育てる技術
古田　貴之／監
修

汐文社 本館 548 ﾐ

インコがおうちにやってきた!学研の図鑑LIVE／動物の飼い方がわかるまんが図鑑
海老沢　和荘／
監修

学研プラス 本館 646 ｲ

回転ずし・レジ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 750 ｲ

タヌキの土居くん 富安　陽子／作 福音館書店 本館 913 ﾄ

病院図書館の青と空
令丈　ヒロ子／
著

講談社 本館 913 ﾚ

かあさんうさぎと金のくつ
デュボース・ヘイ
ワード／作

徳間書店 本館 933 ﾍ

ちいさなたいこ 松岡　享子／さく 福音館書店 本館 E ｱ

きんいろのしかバングラデシュの昔話／日本傑作絵本シリーズ
ジャラール・アー
メド／案

福音館書店 本館 E ｱ

ぼく闇は光の母　3
谷川　俊太郎／
作

岩崎書店 本館 E ｺﾞ

たびするてんとうむし
イザベル・シム
レール／文・絵

岩波書店 本館 E ｼ

神社のえほん 羽尻　利門／作 あすなろ書房本館 E ﾊ

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日日本傑作絵本シリーズ
松岡　享子／原
案・文

福音館書店 本館 E ﾌ



☆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。




