
沼津市立図書館

‐ＮＥＷ　ＬＩＦＥ　ＷＯＲＫ‐

沼津市三枚橋町９番１号 ＴＥＬ：055-952-1234

       http://www.tosyokan.city.numazu.shizuoka.jp/

　男性が読むともっと盛り上がる絵本や、
　男性ならではの絵本の読み聞かせのテクニックを紹介します。

田中　尚人さん
 パパ's絵本プロジェクト・メンバー 

 絵本出版社「グランまま社」編集長

１月27日(日) 13:30～15:00
（開場　13：00）

沼津市立図書館４階　第１・２講座室
50名（先着順）
どなたでも
12月25日（火）9:30から
電話または図書館カウンターにて受付

　
※託児室をご用意します。ご希望の方は事前にお申し込みください。

　 　富士山と、富士山周辺で見られる野鳥の
  　写真をあわせて展示します。

　「富士山とどうぶつ」のお絵かきコーナー
　もあります。

２月15日（金）～３月24日（日）
※月曜日、３月５日（火）～７日（木）は休館

沼津市立図書館４階　展示ホール

裾野市立富士山資料館

 ◎広報ぬまづ・館内ポスター・チラシ等もあわせてご覧ください。
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Facebook

情報配信中

沼津市立図書館

＠NumazuTosyo

企画展

特別整理期間による休館のお知らせ ３月４日（月）～ 3月７日（木）

●休館中の返却は、ブックポストをご利用ください。

●視聴覚資料等壊れやすい資料は、開館日にカウンターへご返却ください。

読みメン講座 俺の絵本講座
～おすすめ絵本と読み聞かせテクニック～

富士山と野鳥写真展



２階郷土 （K290）

『地図で楽しむすごい静岡』

南海トラフ巨大地震の可能性は？

日本一深い海「駿河湾」とは？

地形、歴史、鉄道、道路、産業、暮らしなど、静岡の魅力を

地図で紐解く。

都道府県研究会/著

洋泉社 （2018.9）

おすすめ

資料
お赤飯、お汁粉、

よもぎだんご、

かしわもち…。

なぜ、おめでたい席で

あずきを

食べるのでしょうか?

あずきの赤い色に

込められた思いに迫る

かがく絵本です。

１階児童 （Ｅ/アライ）

『あずき』

荒井 真紀/さく

福音館書店

（2018.11）

１階一般 （913.６/コア）

『蕪村 己が身の闇より吼て』
小嵐九八郎/著 講談社 (2018.9）

幼少期から

成年にかけてのことや

恋愛事情に謎が多い

与謝蕪村をモデルとした

長編歴史小説。

人間味溢れる

俳句の才能の輝きとともに、

その半生の闇が明かされます。

時代を超えて蕪村を評価していた

正岡子規や萩原朔太郎の言動にも注目です。

１階一般 （809.4）

『おとなママの会話術』
辰巳 渚/文

岩崎書店 （2018.9）

子育て中のママに欠かせない

ママ友や地域の方とのやりとりで、

また会いたいと思わせるような

フレーズをシーン別に紹介。

ママでなくてもご近所付き合いやお酒の席に誘われたときの対応などで

役に立つかも。さりげない一言で好感度アップを目指しましょう！

２階一般 （933/スメ）

アンナ・スメイル/著

山田 順子/訳

東京創元社 (2018.11)

塔からレイヴンが消え、

橋という橋は落ち、

瓦礫の街と化したロンドン。

言葉も記憶も失われ、

鐘の音が世界を支配する。

ロンドンをさまよう孤児サイモンは、

不思議な眼をした少年に出会い…。

『鐘は歌う』

『ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ集

第５巻 「極限」』

雑誌『レコード芸術』器楽曲部門で特選盤に

選ばれたＣＤです。

若き才能が挑むベートーヴェンの世界を

ご堪能ください。

小菅 優/ピアノ

Sony Music labels （2016.2）

３階ＡＶ

ＣＤ
（15/ベ）

３階ＡＶ

ＤＶＤ
（250）

『足元の小宇宙

NHKエンタープライズ （2017.5）

昭和５年生まれの甲斐信枝さんは､現役の絵本作家。

絵を描く時、地面に寝転がって同じ目線で植物と会話する。

足元の素敵な世界、一緒に見つけに行きましょう。

絵本作家・甲斐信枝と見つける生命のドラマ』

１階児童
（雑誌）

沼津市

西浦木負 の民話が

絵本になりました。

郷土資料室等に

関連資料を

多数所蔵しています。

是非、ご利用ください。

各地区ｾﾝﾀｰ

図書室
（K388）

再話・作画は、裾野市在住の

福知伸夫さん です。

木版画のあったかな絵です。

２階郷土
（K388）

『せんにんみかん』

福知伸夫／再話・絵

福音館書店

（2019.1）

伊豆の昔話

『こどものとも

2019年1月号』 で



　東原は『駿河記』に「浮島原の東故此名あるにや」と記されており、浮島ヶ原の東の原ということから付けられた

地名といわれている。

　また『蔭涼軒日録(いんりょうけんにちろく）』長享（ちょうきょう）２年（1488)７月５日条に引く西芳寺（さいほうじ）

寺領目録のなかに「駿河国阿野庄内東原村弐拾貫文」と記され、中世には阿野庄（あのしょう）に含まれていた。

　鳥谷は『駿河記』に「鳥ヶ谷」と記されている。この地は、鳥の住みついていた谷あいの湿地であったところから

鳥谷というようになったという。

　柳沢は、この地に柳が生えた谷川があったことから付けられた地名といわれている。

　中世には阿野庄に含まれ、元亀３年（1572）11月19日には武田家から小野部兵衛尉に安堵されている（『武田家

朱印状写』小野文書）。

　青野は、中世には阿野庄に含まれており、戦国時代の文書には青野郷と記されている。また、元亀３年（1572）

５月14日に奥津（興津）藤左衛門尉に安堵されている（『武田家朱印状』桃沢神社文書）。

　なお、「オオノ」という読み方は、「アオノ」から「オオノ」に転訛した

という説や、表記が「大野」から「青野」に転じたという説などがある。

　東原・鳥谷・柳沢・青野は、明治元年（1868）には駿府藩領となり、

静岡県に所属する。

♦ 『沼津市誌　下巻』 沼津市教育委員会 1958

♦ 『角川日本地名大辞典 22 静岡県』 角川書店 1988

♦ 『沼津・三島・清水町 町名の由来』 辻 真澄/著　静岡新聞社 1992

♦ 『日本歴史地名大系 22 静岡県の地名』 平凡社 2000

市内には15の地区センター図書室があります。今回はそのなかの1つ、内浦地区センター図書室を紹介します。

☆開館日・開館時間☆

火～日曜日：9：00～17：00

☆休館日☆

月曜日・祝日の翌日 担当：秋山さん
※詳しくは各地区センターにお問合せください。

　ひがしばら　　 とや

東原・鳥谷

 やなぎさわ　　おおの

柳沢・青野

明治２年（1869）に静岡藩（駿府藩が改称）、明治４年（1871）には

― 参考文献  ―

『沼津市史 通史編 近世』 図：元禄15年（1702）の沼津

沼津市史編さん委員会・沼津市教育委員会/編
沼津市 2006(P.30)

図書室のお仕事をするようになって、

今まであまり関心がなかった分野の

本にも手が伸びるようになりました。

大人の方のなかには、

１回に10冊借りていかれるような

読書家もいらっしゃいます。

内浦地区センターの図書室は、

靴を脱いで上がれる

板敷きのスペースがあることが

自慢です。

小さなお子さんを連れたお母さんが、

ここで絵本を読んであげて

いらっしゃいます。

放課後は、

小学生で賑やかになります。

中学生はお休みの日などに、

勉強するためによく訪れます。



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

27 28 24

31

８日 『クレイマー、クレイマー』(※) ５日 『セント・オブ・ウーマン　夢の香り』  注：(※)印の作品は、字幕での上映となります

15日 『エリン・ブロコビッチ』 12日 『三遊亭小遊三　◆船徳◆宿屋の仇討』 12日 『フィラデルフィア』

22日 『僕の、世界の中心は、君だ。』 19日 『壁抜け男　劇団四季ミュージカル』 19日 『綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブ名演集』

29日 『LIFE！』 26日 『天国は、ほんとうにある』 26日 『オープン・シーズン』

25 28 29 3026 26 2727 28 29 30 24 2631

リサイクル工作では、キラキラおしゃれな万華鏡を作りました。

絵本の読み聞かせでは、４グループの読み聞かせボランティア

さんたちによるおはなしを楽しみました。

フォトスポットも４箇所あり、参加された親子の皆様は撮影を

楽しんでいた様子でした。

また、みんなでお菓子の家にぬり絵を貼って完成させました。

どのコーナーも楽しんで頂けた様子でした。

多数のご参加、ありがとうございました。

毎週火曜日14:00～ ４階視聴覚ホール（定員200名）

１階児童室おはなしの部屋へ来てね！

あかずきんちゃん

毎月第３日

１４：００～

どなたでもどうぞ！

ちいさなおはなし会

毎週木

１０：３０～

０～３歳対象

読みメンのおはなし会

毎月第２日

１１：００～

どなたでもどうぞ！

グループあおむし

毎月第１土

１１：００～

どなたでもどうぞ！

アンの部屋

毎月第２土

１１：００～

どなたでもどうぞ！

ラディッシュ

毎月第３土

１１：００～

どなたでもどうぞ！

おはなしふくろう

毎月第４土

１１：００～

どなたでもどうぞ！

よるのおはなし会

偶数月 第４金

１９：００～２０:００

どなたでもどうぞ！

お
は
な
し
の
会

＝ 休館日 火･水･木

金

土･日･祝･振替休

・・・

・・・

・・・

９：３０～１８：３０

９：３０～２１：００

９：３０～１７：００

開館

時間＝ 祝日（開館しています）
イベント カレンダー

ぬ
ま
づ
火
曜
上
映
会

上
映
予
定
作
品

◆各種イベント内容は、変更になる場合があります。詳細は、チラシ、図書館ホームページ等をご覧ください。

12月２日(日)、沼津市内の学校に通う小中学生たちによる

書評合戦「ビブリオバトル」を開催しました。

小学生の部23人、中学生の部20人の発表者による白熱した

書評合戦が繰り広げられ、多くの観戦者で賑わった会場は、

笑いと熱気に包まれました。

ビブリオバトル とは…

発表者がおすすめする本を紹介しあい、参加者全員の投票により

一番読みたくなった本“チャンプ本”を決める「知的書評合戦」です。

小学生の部 集合写真 中学生の部 集合写真

12月８日(土)、おはなしフェスティバルを開催しました。

中学生の部では、

遠藤萌加さん(愛鷹中２年)が

発表した

『ハーバードの

人生を変える授業』が

チャンプ本に輝きました。


