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（文セ図書室） 19：00～ （東西公民館）

華道Ⅱ
（東西公民館） 図書館司書

おすすめ本展
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（本館展示室） えほんの時間
（文セ図書室） （本館展示室）
10：00～

はじめての

（東西公民館）
（「図書館だより」配架場所）

このQRコードから、 鈴木図書館本館・文化センター図書室・福祉保健開館
図書館WEBが見られるのん！ 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
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10：00～ 11：00～
おはなしの会
（本館展示室）

（本館展示室）

読み聞かせ屋さんがやってくる

おしゃべりの部屋
絵本と

人工の知能」というテーマでお話しをいただきました。

お話しの中では、視覚や聴覚の“錯覚現象”について

紹介があり、脳の信号や筋肉の電磁信号を使って、マ

ジックハンドを動かす実演がありました。

今年の夏休み「公民館講座」は、沼津工業高等専門

学校の真下教授を講師にお迎えして、「脳の知能と

あいとへいわ展 ・ 「読み聞かせ屋さん」がやってくる ・ へいわについて考えよう

今年の夏も、図書館ボランティアの「きいろいつばさ」さんのご協力で、「あいとへいわ展」を開催しました。

「きいろいつばさ」さんお奨めの本の展示や読み聞かせ、そして8月20日(土)には第五福竜丸を題材にした紙芝居

「ばらの祈り」の作者をお迎えして、読み聞かせやフリートークを行い、世界の平和を親子で考える機会となりました。

へいわについて考えよう図書館1階の展示

2022.8.6（土）

夏休み体験講座

2022.7.23（土）～8.28（日）

イベント活動報告

2022.8.3（水）

なつやすみこども１日図書館員

8月3日、午前と午後の２部制で「なつやすみこど

も1日図書館員」を開催し、午前と午後12人ずつ、

計24人の小学生が図書館員を体験しました。

こども達が1番やりたかった本の貸出し・返却時の

「ピッ！」というバーコード読みをはじめ、日頃

入れない閉架書庫や、館内の部屋を見学し、楽しい

時間を過ごしました。



書名 著者 出版者 所蔵館 請求記号

読書の方程式 インプット・アウトプットが10倍になる 羽田　康祐／著 東京：フォレスト出版 本館 019.1 ﾊ

鎌倉時代全史完全ビジュアルガイド 小和田　泰経／監修 東京：カンゼン 本館 210.4 ｶ

地球の歩き方aruco東京ひとりさんぽ 東京：地球の歩き方 本館 291.3 ﾁ

空の見つけかた事典 一生に一度は見てみたい 武田　康男／著 東京：山と溪谷社 本館 451 ﾀ

医師が教えるゆる漢方 身近な食材をくすりに変える 板倉　弘重／監修 東京：エクスナレッジ 本館 498.5 ｲ

家づくりはじめからおわりまで 鈴木　敏彦／著 東京：エクスナレッジ 本館 527 ｽ

きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん ワタナベ　マキ／著 東京：家の光協会 本館 596 ﾜ

ドーナツのしあわせ 年間500種類食べる“ドーナツ探求家”の偏愛ノート 溝呂木　一美／文と絵 東京：イースト・プレス 本館 596.6 ﾐ

東京の名駅舎     THE ARCHITECTURAL MASTERPIECES OF
THE TOKYO METROPOLITAN AREA

大内田　史郎／著 東京：草思社 本館 686.5 ｵ

新しい英語力の教室
同時通訳者が教える本当に使える英語術／できるビジネス

田中　慶子／著 東京：インプレス 本館 830.7 ﾀ

マイ・プレゼント My present・Blue 青山　美智子／著 東京：PHP研究所 本館 913.6 ｱ

空を駆ける 梶　よう子／著 東京：集英社 本館 913.6 ｶ

アナベル・リイ 小池　真理子／著 東京：KADOKAWA 本館 913.6 ｺ

腹を割ったら血が出るだけさ 住野　よる／著 東京：双葉社 本館 913.6 ｽ

プリンシパル Tokyo Principal 長浦　京／著 東京：新潮社 本館 913.6 ﾅ

財布は踊る Dances with the Wallet 原田　ひ香／著 東京：新潮社 本館 913.6 ﾊ

ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡　圭祐／著 東京：KADOKAWA 本館 913.6 ﾏ

よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続
／[三島屋変調百物語]　[8]

宮部　みゆき／著 東京：KADOKAWA 本館 913.6 ﾐ

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢　りさ／著 東京：河出書房新社 本館 913.6 ﾜ

僕は死なない子育てをする 発達障害と家族の物語 遠藤　光太／著 大阪：創元社 本館 916 ｴ 

夢を売る百貨店 本日も完売御礼でございます イ　ミイェ／著 東京：文響社 本館 929.1 ｲ

華麗な復讐株式会社 ヨナス・ヨナソン／著 東京：西村書店 本館 949.8 ﾖ

ウクライナ侵攻と情報戦 扶桑社新書　438 一田　和樹／著 東京：扶桑社 本館 N 361.4 ｲ

タガヤセ!日本 「農水省の白石さん」が農業の魅力教えます
／14歳の世渡り術

白石　優生／著 東京：河出書房新社 本館 Y 612 ｼ

甲子園に行くのが夢だった 高校野球が教えてくれた大切なこと 松坂　大輔／監修 東京：飛鳥新社 本館 Y 783.7 ｺ

太陽と月 サッカー・ドリーム はらだ　みずき／著 東京：小学館 本館 Y 913 ﾊ

なりたい!が見つかるお仕事図鑑 朝日新聞出版／編著 東京：朝日新聞出版 本館 366 ﾅ

僕らが学校に行く理由 ワイド版
／ポプラ社ノンフィクション　42／生きかた

渋谷　敦志／写真・文 東京：ポプラ社 本館 372 ｼ

妖怪なんでも入門 妖怪／小学館入門百科シリーズ　32
／完全復刻版

水木　しげる／著 東京：小学館 本館 388 ﾐ

おうちサイエンス 自宅が研究室になる!今日から君は研究者!
／子どもがやりたくなる、ワクワク実験20!

五十嵐　美樹／著 東京：ワニブックス 本館 407 ｲ

お山のライチョウ 戸塚　学／写真・文 東京：偕成社 本館 488 ﾄ

立てないキリンの赤ちゃんをすくえ
安佐動物公園の挑戦／静山社ノンフィクションライブラリー

佐藤　真澄／作 東京：静山社 本館 489 ｻ

小学生からの電気図鑑 TDG電気指導会／著 東京：オーム社 本館 540 ｼ

コんガらガっちきみのあたまの中、ズバリあててやる!の本
コんガらガっちやってみそ!

ユーフラテス／著 東京：小学館 本館 798 ｺ

がっこうのおばけずかん げたげたばこ／どうわがいっぱい　145 斉藤　洋／作 東京：講談社 本館 913 ｻ

いもうとなんかいらない ロイス・ダンカン／作 東京：岩波書店 本館 933 ﾀﾞ

かみなり 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店 本館 E ﾀ

あんぱんまん やなせたかしのあんぱんまん1973／新装版 やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館 本館 E ﾔ

ヤ
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【新着案内①】



出版社 所蔵館 請求番号

監督：瀬々敬久
出演：佐藤健、阿部寛　他

監督・出演　他

【新着案内②】

映
像

監督：ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾚｳﾞｨﾀｽ
出演：ジョニー・デップ　他

監督：富岡聡  原作：廣嶋玲子
声：池谷のぶえ　他

監督：小倉宏文
声：花澤香菜他

はたらく細胞!!　１

ふしぎ駄菓子屋銭天童　三巻　/　お稲荷せんべい

ＭＩＮＡＭＡＴＡ　/　ミナマタ

護られなかった者たちへ

映像名

日本コロムビア㈱ 本館 KD3　ﾌ　1781

㈱アニプレックス 本館

「鈴木図書館WEB」で

９月もイベントがいっぱい！

9月の行事案内

D2　ﾏ　1777本館ｱﾐｭｰｽﾞｿﾌﾄｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱

ｶﾙﾁｭｱ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ㈱ 本館 D1　ミ　1778

鈴木図書館は

◎詳しくは

KD4　ﾊ　1783


