
　

　

《今月の行事予定》

　10時00分～
16時00分

  東西公民館　会議室3

 東西公民館 　 和室

図書館行事

2日（土）

9日（土） 文化センター図書室

本館2階　展示室

親子おはなし広場 5日（火） 10時30分～ 本館2階　展示室

なつやすみ図書館なぞときゲーム
(市内在住の幼児から小学生が対

象)

読み聞かせ屋さんがやってくる

親子おはなしの会 26日（火） 10時30分～

本館2階　展示室24日（日）

東西公民館　実習室

本館  1階

文化センター図書室

図書館茶道教室 13時00分～

3日（土）

7日（木）

 古文書を読む会 13時30分～

すその絵画会 10時00分～

8日（金）

9日（土）

14時00分～

30日（土）

おはなしの会 11時00分～

図書館講座

 東西公民館 　 和室

短歌会 13時00分～

 茶道同好会新舟 19時00分～

10日（日）

 1日（金）

 俳句会 13時00分～

  東西公民館　会議室3

  東西公民館　会議室3

発行：裾野市立鈴木図書館

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。

🚍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）、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>

令和4年度「課題図書」・「感想画図書」の展示・貸出を始めます。

【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です。どうぞご利用ください。

2022年7月



【一般書】

書名 著者 出版社 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

再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 本館 210.1 ｻ

イラスト図解AさせたいならBと言え 岩下　修／著 明治図書出版 本館 375.1 ｲ

進化のたまもの!どうぶつのタマタマ学 丸山　貴史／著 緑書房 本館 481.3 ﾏ

その着物、どうする? 星　わにこ／著 河出書房新社 本館 593.8 ﾎ

ひとりぶんのスパイスお菓子 印度カリー子／著 山と溪谷社 本館 596.6 ｲ

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

エヴァンゲリオンの精神史 小野　俊太郎／著 小鳥遊書房 本館 778.7 ｵ

俺ではない炎上 浅倉　秋成／著 双葉社 本館 913.6 ｱ

朽ちゆく庭 伊岡　瞬／著 集英社 本館 913.6 ｲ

あきらめません! 垣谷　美雨／著 講談社 本館 913.6 ｶ

氷の致死量 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

棘の家 中山　七里／著 KADOKAWA 本館 913.6 ﾅ

宙ごはん 町田　そのこ／著 小学館 本館 913.6 ﾏ

忍者に結婚は難しい 横関　大／著 講談社 本館 913.6 ﾖ

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

呼び出し ヘルタ・ミュラー／著 三修社 本館 943.7 ﾐ

死亡告示
ジェフリー・ディー
ヴァー／著

文藝春秋 本館
B 933.7

ﾃﾞ

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 黒木　登志夫／著 中央公論新社 本館
N 493.8

ｸ

【7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

13歳からの著作権 久保田　裕／監修
メイツユニバー
サルコンテンツ

本館 Y 021 ｼﾞ

12歳から始めるあがらない技術 鳥谷　朝代／著 秀和システム 本館 Y 141 ﾄ

15才までに覚えたい言葉2000 高濱　正伸／監修 永岡書店 本館 Y 814 ｼﾞ

異伝淡海乃海〜羽林、乱世を翔る〜　3
イスラーフィール／
著

TOブックス 本館 Y 913.6 ｲ

聖女に噓は通じない 日向　夏／著
フロンティア
ワークス

本館 Y 913.6 ﾋ

【児童書】

書名 著者 出版社 所蔵館請求記号

ブラックホールってなんだろう? 嶺重　慎／文 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

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 永岡書店 本館 686 ﾒ

おかげさまで名探偵24 杉山　亮／作 偕成社 本館 913 ｽ

しゅくだいドッジボール 福田　岩緒／作・絵 PHP研究所 本館 913 ﾌ

くみたて 田中　達也／作 福音館書店 本館 E ﾀ

きょうは選挙の日。 塚本　やすし／作 汐文社 本館 E ﾂ

ぼりすそらをとぶ
ディック・ブルーナ／
ぶん　え

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

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

好学社 本館 E ﾌﾞ

おふろのなかのジャングルたんけん
まつおか　たつひで
／作・絵

童心社 本館 E ﾏ



☆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。

《日 時》 令和4年7月28日（木）・８月5日(金)・８月10日(水) ～12日(金) 計５日間 各日 午前10時～午前

11時30分

《会 場》 東西公民館会議室 《講 師》 中村 洋 先生、裾野市棋楽会メンバーの方々

《対 象》 小学１年生以上(市内在住及び在勤の方) 《定 員》 １４名 ※申し込み多数の場合は抽選

《受講料》 高校生以下1,250円 大人2,500円 ※初回の7月28日(木)に集金します。

《申込み》 東西公民館事務室 または、メール(susonolibrary@gmail.com) で、住所・お名前(ふりがな)・

電話番号・性別・年齢・学年・将棋歴を記入の上、お申し込み下さい。

《締め切り》 7月16日（土）17時まで 《問い合せ先》 TEL（055）992-6677

令和4年8月3日（水） ➊午前の部 9時45分～11時20分 ➋午後の部 13時45分～15時20分

《会 場》 鈴木図書館内

《内 容》 図書館探検、配架体験、カウンター体験、展示本のポップ作り、感想記入など。

《対 象》 市内在住の小学生 《定 員》 午前の部・午後の部 各9名

《申込み》 7月9日（土）から 7月17 日（日）まで

メール(メールアドレス suzukitosyokan@gmail.com)  、 または本館窓口で受付。

※申込者多数の場合は、抽選で参加者を決定します。(初めて参加する人を優先します）

令和4年9月2日（金）・10月6日(木)・11月30日(水) 各日 午前10時～午前11時30分

※参加できる日だけでもO.K

《会 場》 鈴木図書館2階 展示室

《講 師》静岡県家庭教育支援員 中村 志穂子 先生、横山 恵美 先生

《対 象》 未就園児と保護者 《定 員》 各10組(定員になり次第締切)

《申込み》 7月22日（金）から 本館窓口で受付(電話予約可 992-2342)

《日 時》 令和4年8月6日（土） 午後2時～ 《会 場》 東西公民館会議室

《講 師》 宮下 真信 教授(沼津工業高等専門学校) 《内 容》 脳の知能と人工の知能

《対 象》 小学3年生～6年生 (市内在住) 《定 員》 １４名 ※申し込み多数の場合は抽選

《申込み》 東西公民館事務室 または、メール(susonolibrary@gmail.com) で、住所・お名前(ふり

がな)・

電話番号・性別・メールアドレスを記入の上、お申し込み下さい。

令和4年7月24日（日） 14時～14時45分

《会 場》 鈴木図書館2階 展示室 《内容》 ボランティア団体きいろいつばさによる読み聞かせ

《対 象》 幼児、小学生と保護者 ※市外在住者でも可 《定 員》 各10組(定員になり次第締切)

《申込み》 7月2日（土）から 本館窓口で受付(電話も可 992-2342)


