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ご家族・お友達をお誘いのうえ　お気軽にご来館ください！
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　演題　『絵本のことば

　　　　子どものことば』

　講師：常葉学園短期大学

　　　　　　永倉　みゆき　先生

　日時：10月25日（土）
　　　　　　14：00～15：30
　会場：沼津市立図書館

　　　　　　４階視聴覚ホール
　定員：200名

　　　お申込み方法

　　　　10月8日（水）
　　　　 9：30より電話受付
　　　　 　沼津市立図書館

　　　　　055-952-1234

ミステリー へ
　　　　　　ようこそ
～今宵あなたも名探偵～

　日本ミステリー文学大賞
　・江戸川乱歩賞の歴代
　受賞者と作品の紹介、
　英国推理作家、アガサ・

　クリスティの作品を展示

　期間：10月17日（金）⇒
　　　　　　　11月９日（日）
　会場：沼津市立図書館

　　　　　　４階展示ホール

10.27
　
　　11.9



赤ちゃんだって本が好き！ ～ブックスタートって、なぁに？～・ 

 

ブックスタートとは、赤ちゃんのはじめての絵本との出会い、そしてその読み聞かせのことです。０歳の赤ちゃ

んは、まだ、お話しすることができません。だから、話しかけてもわからない、絵本の読み聞かせも意味がないと

思っていませんか？でも、赤ちゃんは身の回りの声や音をすごくよく聞いています。そう、赤ちゃんは話しかけら

れることが大好きなんです。 

赤ちゃんをだっこして、かわいい赤ちゃんの反応を見ながら、落ち着いた雰囲気の中で心をこめて絵本を読んで

あげてください。繰り返しの言葉や響きのよい言葉、リズムのある言葉などに、きっと赤ちゃんはかわいい笑顔を

見せてくれるでしょう。 

また赤ちゃんへの絵本の読み聞かせは、赤ちゃんのためだけでなく、読んであげる大人の方にも幸せな気持ちを

与えてくれます。そして、何年も後になってからも、ああ、あのとき、あの絵本を読んだとき、この子は楽しそう

だったなあと、懐かしく思い出すことができます。それは、何ものにもかえがたい、宝物になるに違いありません。 

図書館児童室では、ブックスタートの本をたくさん揃えています。おはなしの部屋の奥に「赤ちゃんえほん」の

コーナーがあります。ちいさなお花のシールが絵本の背表紙についています。どうぞご利用ください。 

 
 

＊＊＊＊＊＊ おすすめのブックスタートの絵本 ＊＊＊＊＊＊ 

 
松谷 みよこ 文  瀬川 康男 絵       

いない いない ばあ 

長く愛され続けてきた絵本です。いないいないば

あが大好きな赤ちゃんにおすすめです。 

林 明子 作  

おつきさまこんばんは 

 闇夜にうかぶお月さまの表情がとてもかわいらし

い絵本です。 

本永 定正 作・絵 

ころころころ 

繰り返される「ころころころ」の言葉にはリズム

をつけて、楽しく読んでください。 

平山 和子 作 

くだもの 

 「さあ、どうぞ」とさしだされるいろいろなくだも

のはどれも本物みたい。思わず手が出そう。 

まつおか たつひで 作 

ぴょーん 

 いろいろな動物がページをめくるたびに、ぴょー

ーーんと勢いよくとびはねます。 

五味 太郎 作 

きんぎょがにげた 

 金魚鉢から逃げた金魚は、どこにいるのかな？さが

してみてね！ 

ブックスタートの素朴な疑問                        

Q. 絵本をなげたり、なめてしまったり、おもちゃにしてしまいます。 

A. はじめの頃は丈夫な厚紙絵本がおすすめです。また、一度にたくさんの絵本を与えるのではなく、一冊ずつ、赤ちゃんに

話しかけるように読んであげるとよいと思います。読んでもらうことに、だんだん慣れていきます。 

Q. どんな絵本がいいのかわからない。  

A. 児童室には「あかちゃんだって本が好き」というパンフレットがありますので参考にしてください。 また、お探しの本が見

つからないときなどもお気軽に声をおかけください。 

       Q. 絵本の「読み方」って、なにかあるの？ 

       A. 特別なことはなにもありません。ただ、赤ちゃんと一緒に絵本を楽しんでください。 



 
 

 

秋 の 夜 長 に ・・・ 

 

一 般 書 児 童 書 

「天地人」を歩く  デモナータ  7 幕  死の影 

火坂 雅志/著（祥伝社）  

越後から能登、京都、会津、そして米沢へ・・・。 

原作者と往く 2009 年 NHK 大河ドラマ「天地人」の舞台。 

Darren Shan/作 橋本 恵/訳（小学館）

現代の世界によみがえったベックは、自分に特殊な能力

があることに気づく。シリーズ第 7 弾。 

ハンドニットの時間 ねぎぼうずのあさたろう  その７ 

文化出版局/編（文化出版局）  

1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月と、編みあがる時間別に、作品

を紹介。 

飯野 和好/作（福音館書店）  

浪曲風チャンバラ絵本の第７弾。もみじ舞い散るあやしい

峠道。あやうし、ねぎぼうずのあさたろう！ 

きのうの世界 ANOTHER YESTERDAY おくのほそ道（声にだすことばえほん） 

恩田 陸/著（講談社）  

一年前に失踪したはずの男は、なぜここで殺されたのか。

恩田陸が紡ぐ、静かで驚きに満ちた世界。 

斎藤 孝/編 中谷 靖彦/絵（ほるぷ出版）

松尾芭蕉の「おくの細道」から俳句を選りすぐり、芭蕉の旅

をたどりながら、俳句を楽しむ。 

三月の招待状 しっぱいにかんぱい！ 

角田 光代/著（集英社）  

学生時代からの友人から離婚パーティーの案内状が届いた。

男女 5 人の友情と恋愛を描いた長編小説。 

宮川 ひろ/作 小泉 るみ子/絵（童心社）

小学校のリレーで失敗してしまったおねえちゃんは、朝ごはん

も食べられないくらい落ち込んでいて・・・ 

いかだ満月 いいからいいから  ３ 

山本 一力/著（角川春樹事務所）  

鼠小僧次郎吉が獄門になった後、相棒でもあった祥吉は、

次郎吉の妻と子・大二郎を守ることを誓う。 

長谷川 義史/作（絵本館）  

「いいからいいから」が口癖のおじいちゃんと孫のユーモラス

な絵本。第 3 弾。 

 

Ｃ Ｄ Ｄ Ｖ Ｄ 

ＳＯＮＧＳ  出口のない海 

葉加瀬 太郎／ヴァイオリン，キーボード

「情熱大陸 2007」ほか収録。 

【全１巻】 太平洋戦争末期、人間魚雷“回天”に乗り

込んだ若者たちの姿を描く。 

由紀さおり・安田祥子のききみみ絵本 ＡＵＳＣＨＷＩＴＺ（アウシュビッツ） 

【全３集】 世界の童話がＣＤに。 

「白雪姫」「人魚姫」「赤ずきん」ほか収録。 

【全５巻】 アウシュビッツ強制収容所の全貌に迫る歴史

ドキュメンタリー。 

長岡輝子、宮沢賢治を読む ＺＥＲＯ ＨＯＵＲ ： ９．１１同時多発テロ事件

【全８巻】 第 14 回巌谷小波文芸賞受賞。 

「雨ニモマケズ」「注文の多い料理店」ほか収録。 

【全１巻】 世界貿易センタービルへの激突の瞬間まで

の６０分を再現。 

 



     

            ～沼津文庫 その２～      ▲沼津文庫蔵書印 

 

 沼津市立図書館 図書館だより№60 2008 年夏号の「沼津文庫その１」では、

沼津文庫誕生経緯をご紹介しました。 

今回はその第 2 弾としまして、沼津文庫の蔵書についてご紹介します。 

 

間宮喜十郎注氏が自らの蔵書を投入し、出版社や旧幕臣からの寄贈を募って集

められた沼津文庫開設当初の蔵書数は 506 点でした。その後 1 年余を過ぎた明治

22 年 12 月には 1,068 点、昭和 16 年には 9,053 冊を数えるまでになります。 

しかし、昭和 20 年（1945 年）7 月 17 日の沼津空襲によって蔵書の多くは残念

ながら焼失してしまいました。戦時中に分散疎開させるなどして残った沼津文庫

は、今の沼津市立図書館の前身である市立沼津文庫へ、その後、市立駿河図書館

へ、そして現在の沼津市立図書館へと移管され、現存する沼津文庫の蔵書（約

1,700 冊）は時代を超えて保存されてきました。これら貴重な蔵書は後世へと伝

えていくため、現在は明治史料館において大切に保管されています。 

 

ここで沼津文庫の蔵書をご紹介しましょう。 

蔵書のいくつかの名前を挙げますと、「和蘭字彙」「全体新論」「西医略論」「日

本文典」「資治通鑑」「西洋事情」「養生訓」「湖月抄」･･････古今東西幅広く取り

揃えられた蔵書のなかには今なお、読み継がれている書物も数多く含まれていま

す。 

 開設時蔵書分類と点数 

分類 点数

第一門 教育 修身 経済 哲学 28

第二門 経書 子類 23

第三門 理科 博物 数学 医学 兵学

    農学 工学 商学 書画 音楽

30

第四門 歴史 伝記 史論 年表 譜牒

    地誌 紀行 地図 

139

第五門 政事 法律 職官 礼度 28

第六門 和歌 詩文 16

第七門 叢書 類書 字書 雑書 小説

    附 雑誌 年俸 

90

壬申学制頒布ヨリ十九年小学校令ニ至ル

迄教科用書及同参考書 

137

学制以前民間普通教育用書 25

計 506

沼津文庫は和・漢・洋書など幅広く収集し

て一般の人々にも広く閲覧を図り、社会教育

に尽力していたことはこれら蔵書構成と設立

趣意書からも図り知ることができます。 

古今東西さまざまな蔵書のなかでももっと

も時代的に古い蔵書は万治 2 年刊「宇治拾遺

物語」です。万治という元号は 1658 年から

1660 年のころですから、その年月だけでも歴

史的重みを実感します。 

 

沼津文庫の蔵書から、郷土である沼津、近代という時代、そして間宮氏らの教

育に対する情熱を垣間見ることができます。 

                                                  
注図書館だより№59 2008 年春号に人物紹介がされています。 
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