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 ◎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。

講 師 池上 理恵 さん

（静岡自然を学ぶ会 代表）

日 時 ４月28日(日) 13:30～15:00

会 場 ４階 視聴覚ホール

定 員 200名

持ち物 なし

申 込 ３月26日(火)９:30から

電話・電子メール

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

人数･性別･年齢をお知らせください。
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講演会
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２０１９年 春号
(平成31年4月15日 発行)

Facebook

情報配信中

沼津市立図書館

＠NumazuTosyo

「こどもの読書週間」イベント

おもしろいよ！科学の本
～あそび・本・自然をつなげて～

「古事記、日本書紀を読む楽しみ」

「沼津ゆかりの外交官

市河彦太郎と

市河文庫展」

展示

期 間 ４月10日(水) ～５月26日(日)

※月曜日と５月８日(水)は休館

ただし４月29日と５月６日は

開館

時 間 ９:30～18:30

（ただし金曜日は21:00まで

土･日･祝日は17:00まで）

会 場 ４階 展示ホール

文芸

講座

講 師 上利 博規 さん（静岡大学教授）

会 場 ４階 視聴覚ホール

定 員 各回 200名

対 象 おおむね小学校高学年以上

申 込 ５月９日(火)９:30から

電話･電子メール

図書館カウンターにて受付

第１回 ６月７日(金)

「世界の始まりと神々の記憶」

第２回 ６月14日(金)

「古墳時代の国々と王の物語」

第３回 ６月21日(金)

「『日本』の成立と共に

物語は歴史になる」

※時間はいずれも 18:00～20:00

芹沢光治良をはじめ多くの文化人とも交流が

あった沼津市出身の外交官市河 彦太郎を、

彼が赴任先の国々で入手した20世紀初頭の

貴重な洋書(当館所蔵)と共に紹介します。



郷土資料室には、

知っているようで知らない地元の魅力を

詳しく教えてくれる資料がいっぱいです。

どんどん利用してください！

調べ学習でよく利用される作品が上位に

多く入りました。

新刊や話題になったものばかりではなく、

古い資料の利用が多いのも郷土資料ならでは。

江原素六や白隠に関する資料も人気です。

近隣の神社仏閣、ジオパーク、

市場やカフェなど、

地元の魅力ある場所を巡るための

ガイドブックの利用も目立ちます。

『フランス人は

ｼﾞｪﾆﾌｧｰ・L.ｽｺｯﾄ/著

大和書房

10着しか服を持たない』

ベストリーダー（０～９門）

貸出回数２９３回 貸出回数２４８回 貸出回数２２４回

『九十歳。

何がめでたい』

佐藤 愛子/著

小学館

『火花』

又吉 直樹/著

文藝春秋

『蜜蜂と遠雷』

幻冬舎

恩田 陸/著

ベストリーダー（郷土資料）

ベストリクエスト（０～９門）

予約回数１２９回 予約回数１１０回 予約回数９８回

『かがみの孤城』

ポプラ社

辻村 深月/著

『おらおらで

ひとりいぐも』

若竹 千佐子/著

河出書房新社

『魔力の胎動』

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東野 圭吾/著

No. ４ 『コンビニ人間』 村田沙耶香/著（文藝春秋）

No. ５ 『羊と鋼の森』 宮下奈都/著（文藝春秋）

No. ６ 『君の膵臓をたべたい』 住野よる/著（双葉社）

No. ７ 『人魚の眠る家』 東野圭吾/著（幻冬舎）

No. ８ 『祈りの幕が下りる時』 東野圭吾/著（講談社）

No. ９ 『コーヒーが冷めないうちに』 川口俊和/著
（サンマーク出版）

No.10 『マスカレード・ナイト』 東野圭吾/著（集英社）

No. ４ 『蜜蜂と遠雷』 恩田陸/著（幻冬舎）

No. ５ 『未来』 湊かなえ/著（双葉社）

No. ５ 『沈黙のパレード』 東野圭吾/著（文藝春秋）

No. ６ 『コーヒーが冷めないうちに』 川口俊和/著
（サンマーク出版）

No. ７ 『ファーストラヴ』 島本理生/著（文藝春秋）

No. ８ 『コンビニ人間』 村田沙耶香/著（文藝春秋）

No. ９ 『盤上の向日葵』 柚月裕子/著（中央公論新社）

No.10 『羊と鋼の森』 宮下奈都/著（文藝春秋）

※ 『ぐるぐるマップ』、『るるぶ情報版』、『まっぷるマガジン』、『ぴあ』等のガイドブックのシリーズは除きました。

ベストリーダー（小説・エッセイ以外の一般図書）
No. ２ 『人生がときめく片づけの魔法』 近藤麻理恵/著（サンマーク出版）

No. ３ 『みんなの収納・片づけ日記』 みんなの日記編集部/著（翔泳社）

No. ４ 『みそ汁はおかずです』 瀬尾幸子/著（学研プラス）

No. ５ 『人生がときめく片づけの魔法 ２』 近藤麻理恵/著（サンマーク出版）

No. ６ 『どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法』 Ｅｉｋｏ/著（ｻﾝﾏｰｸ出版）

No. ７ 『応仁の乱』 呉座勇一/著（中央公論新社）

No. ８ 『もっと、やめてみた。』 わたなべぽん/著（幻冬舎）

No. ９ 『家族が居心地のいい暮らし』 後藤由紀子/著（あさ出版）

No.10『せつない動物図鑑｣ ブルック・バーカー/著（ダイヤモンド社）

No. ４ 『ぬまづ昔ばなし 第二集』 ぬまづ社会科研究会/著（蘭契社書店）

No. ５ 『目でみる沼津市の歴史』 小野真一/著（緑星社出版部）

No. ６ 『地元な暮らし』 後藤由紀子/著（大和出版）

No. ７ 『沼津市史 通史編 原始・古代・中世』 沼津市史編さん委員会/[ほか]編集（沼津市）

No. ７ 『沼津市史 史料編 古代・中世』 沼津市史編さん委員会/[ほか]編集（沼津市）

No. ７ 『しずおかとっておきのマルシェ＆市めぐり』 （静岡新聞社）

No. ８ 『ラブライブ！サンシャイン!!Ｗａｌｋｅｒ』 （ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

No. ９ 『静岡県の山（分県登山ガイド 21）』 加田勝利/著（山と渓谷社）

No. ９ 『沼津の基礎を築いた江原素六ものがたり』 江原素六先生顕彰会/編集（リコー沼津事業所）

No.10 『かわいい禅画 白隠と仙厓』 矢島新/著（東京美術）

No.11 『しずおか老舗味物語』 静岡新聞社/著（静岡新聞社）

No.12 『伊豆半島ｼﾞｵﾊﾟｰｸﾄﾚｯｷﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ』 静岡新聞社編集局出版部/企画・編集（静岡新聞社）

No.13 『しずおか開運ご利益めぐり』 静岡新聞社/著（静岡新聞社）

No.14 『しずおかの休日おでかけＢＯＯＫ』 （静岡新聞社）

No.15 『しずおかすてきな旅CAFE』 ふじのくに倶楽部/著（メイツ出版）

上位は“片付け本”が多く、関心の高さがうかがえます。

予約の多い一般図書の上位は全て小説でした。

本屋大賞や芥川賞・直木賞などの受賞作が多く、

特に本屋大賞で１位に輝いた作品は毎年トップです。

貸出の多い一般図書の上位も全て小説でした。

一昨年から引き続き人気の作品が上位を占めています。

東野圭吾作品は相変わらず根強い人気です。

『沼津・三島・清水町

辻 真澄/著

静岡新聞社

『見る読む沼津歴史年表』

友野博・瀬川裕市郎

・樋口雄彦/編著

羽衣出版 蘭契社書店

ぬまづ社会科研究会/著

町名の由来』
『ぬまづ昔ばなし

第一集』
『沼津・三島・富士カフェ日和

ふじのくに倶楽部/著

メイツ出版

ときめくお店めぐり』

２０１８年１月～１２月の間に利用の多かった一般図書の人気作品をご紹介します。



『ナイトフォール』

2008年にドイツ・グラモフォンと

専属契約を結び、

メジャーデビューして10年。

日本とドイツの血をひいた

アーティストとして

世界的な活躍を続けるアリス。

ドビュッシー、サティ、ラヴェルの

名曲で紡ぐ”光と闇の世界”を

お楽しみください。

アリス＝紗良・オット/ピアノ

ユニﾊﾞｰサルミュージック（2018.8）

３階ＡＶ

ＣＤ
（15/PF）

昆虫や動物、海の生き物などが

周りの景色に擬態する瞬間を集めた写真集。

生き抜くために身につけた擬態の技で、

驚くほど自然に溶け込んでいます。

自然界の美しいかくれんぼ、

あなたは見つけることができますか？

１階一般 （481.78）

『世界で一番美しいかくれんぼ』

アンナ・レヴィン/文 西本 かおる/訳

小学館（2018.12）

２階郷土 （K289）

『今川氏親と伊勢宗瑞

戦国大名誕生の条件』

駿河今川家の初代・氏親と小田原北条家の

初代・伊勢宗瑞（北条早雲）は甥と叔父。

室町時代、東西で起きたふたつの大乱に

巻き込まれつつ、

生き残ったふたりが選んだ道とは…。

今川氏親と伊勢宗瑞の動向を、

詳しく検討する。

黒田 基樹/著 平凡社 （2019.1）

１階一般 （913.６/タカ）

『居た場所』

高山 羽根子/著

河出書房新社 (2019.1）

かつて実習留学生として大陸からやってきて

妻となった小翠。

彼女は過去に住んでいた場所に行きたいと提案するが、

そこは地図上では表示されない場所であった。

白紙の地図を埋めるような母国への旅を綴った、

芥川賞ノミネート作品です。

２階一般 （916/コン）

今野 浩/著 青土社（2019.2)

研究者人生、学内の政治闘争、教育の問題…。

「工学部」は一般社会とは少し違った常識で、少し変わった人たちがうごめいている。

大学内の秘境「工学部」の裏も表も暴いてきたヒラノ教授の最後のメッセージ。シリーズ完結。

『工学部ヒラノ教授のラストメッセージ』

３階ＡＶ

ＤＶＤ
（026）

『空から日本を見てみよう⑪

伊武 雅刀 ・ 柳原 可奈子/声

ポニーキャニオン（2016.5）

上空から日本中を見てまわる

街発掘バラエティー。

「くもじい」と「くもみ」と一緒に

いろんな街を空から探索。

時には地上に降りて紹介。

今回は、東名高速道路上空を、

用賀から御殿場に向かい、

富士五湖や富士山頂を目指します。

富士五湖』

東名高速道路 用賀～御殿場

おすすめ

資料

1930年代ロンドン。

化石学者に引き取られた３人の孤児たちが、

舞台芸術学校で学びながら働き、姉妹として

成長していく物語。

古典的児童文学の名作が昨年の教文館版に続き、

新しい翻訳で福音館書店から刊行されました。

１階児童 （933/ス）

『バレエシューズ』

ノエル・ストレトフィールド/著

朽木 祥/訳 金子 恵/画

福音館書店（2019.2）



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 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 23

30

２日 『ホートン』 7日 『OK牧場の決斗』(※) 4日 『17歳のカルテ』

９日 『ﾏｲ・ﾈｰﾑ・ｲｽﾞ・ｼﾞｮｰ』(※) 14日 『ファースト・ワイフ・クラブ』 11日 『裏窓』(※)

16日 『グロリア』(※) 21日 『劇団四季　ヴェニスの商人』 18日 『アポロ13』

23日 『劇団四季　思い出を売る男』 28日 『ビューティフル・マインド』 25日 『紙屋悦子の青春』

30日 『ﾅﾆｰ・ﾏｸﾌｨｰと空飛ぶ子ブタ』

28 25 2628 29 30 26 27 24 27 28 29

地区センター図書室の本が、

皆さんに喜んで

利用していただけますよう

頑張ります。

また、図書室を通じて、

図書館に所蔵している

多くの本の利用の仕方を

皆さんに知っていただけると

嬉しいです。

読みメンのおはなし会は、午前10時30分開始です。

小さなおはなし会は、第５週目も開催します。(ただし、祝日はお休みします。)

毎週火曜日14:00～ ４階視聴覚ホール(定員200名)

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

１０：３０～

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。

開設されたばかりの第二地区センター

図書室ですが、地域の皆さんによく

利用されています。

本は皆さんの暮らしに役立つものだと

思います。

開設されたばかりの

第二地区センター図書室ですが、

地域の皆さんによく利用されています。

本は皆さんの暮らしに役立つもの

だと思います。

住所 沼津市本字千本1910-219

ＴＥＬ 055-954-1022

担当：荒木さん（左）

市内には16の地区センター図書室があります。

今回はそのなかの一つ、第二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：10：00～18：00

☆休館日☆
月曜日・祝日の翌日・年末年始

※詳しくは地区センターに

お問合せください。

平成31年２月１日オープン

注：(※)印の作品は、字幕での上映となります。

１階児童室

おはなしの部屋へ

来てね！


