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『こどもの読書週間』記念講演会

講　師： 午前の部 １０：３０～

元浜松市立中央図書館長 午後の部 １４：００～

元浜松市こども家庭部長 会　場： ４階　視聴覚ホール

日　時： ４月２０日（土） 作　品： アニメ文学館「坊ちゃん」

１３：３０～１５：００ 原作　夏目漱石

会　場： ４階　視聴覚ホール （上映時間　約４７分）

受講料： 無料 定　員： ２００名

定　員： ２００名（先着順） 当日直接会場へ

○申し込み方法 ３月２１日（木）９：３０より電話にて受付

文芸講座　全４回

講　師： 静岡大学准教授 森本
もりもと

　隆子
た か こ

　氏

第１回 ５月２４日（金）　「『ノルウェイの森』より―＜喪失＞という名の＜不適合感＞」

第２回 ５月３１日（金）　「『１Ｑ84』へ―＜世界の終り＞からの挑戦」

第３回 ６月　７日（金）　「いくつもある夢のキッチン―恋人とフレンドのあいだ」

第４回 ６月１４日（金）　「『きらきらひかる』の可能性―＜女＞であること、その違和といとおしみ」

時　間： いずれも１８：３０～２０：００ ○申し込み方法

会　場： ４階　視聴覚ホール 　４月２４日（水）９：３０より電話にて受付

対　象： 高校生以上

受講料： 無料

定　員： ２００名（先着順）

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください
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土･日･祝日･振替休日 ・・・ 午前９時３０分～午後５時
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４　月 ５　月 ６　月

４月２８日（日）
「ことばと心を育む読み聞かせ」

名作ビデオ(DVD)上映会

「現代文学をめぐる冒険－春樹＆ポスト春樹の女性作家たち－」

図 書 館 カ レ ン ダ ー



書名 著者 出版社 出版年月 利用回数

東野 圭吾
集英社 2011.9

村上 春樹
新潮社 2009.5

東川 篤哉
小学館 2010.9

村上 春樹
新潮社 2010.4

東野 圭吾
講談社 2008.3

湊　かなえ
双葉社 2010.6

三浦しをん
光文社 2011.9

村上 春樹
新潮社　　 2009.5

東野 圭吾
文藝春秋　 2008.10

東野 圭吾
講談社　 2009.9

東野 圭吾
文藝春秋 2011.6

東野 圭吾
幻冬舎　 2010.6

東野 圭吾
講談社 2011.3

近藤麻理恵
サンマーク出版 2011.1

東野 圭吾
光文社 2010.1

宮部みゆき
講談社 2010.5

湊　かなえ
双葉社 2008.8

東野 圭吾
講談社 2006.7

東野 圭吾
角川書店 2012.3

東野 圭吾
文藝春秋 2005.8

Answer：2013年公開予定を含めて７つ。
　『流星の絆』　『新参者』　『真夏の方程式』　『赤い指』
　『プラチナデータ』　『麒麟の翼』　『容疑者Xの献身』

★TOP２０位の内、なんと１１作品がランクインした
　東野圭吾作品。では、この中で映像化されたものは
　いくつでしょう！？　答えは下をどうぞ！
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　2012年１月から12月の間に多く貸し出された
　一般図書の人気作品をご紹介します★
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ナミヤ雑貨店の奇蹟
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麒麟の翼

流星の絆

夜行観覧車

告白

赤い指

舟を編む

1Q84　BOOK2

聖女の救済

新参者

真夏の方程式

プラチナデータ

マスカレード・ホテル

1Q84　BOOK1

謎解きはディナーのあとで

1Q84　BOOK3

★クイズ
★



【一般書】

★食糧の帝国 エヴァン・Ｄ．Ｇ．フレイザー 太田出版

★古代ローマ帝国１万5000キロの旅 アルベルト・アンジェラ 河出書房新社

★目からウロコの生命科学入門 武村　政春 ミネルヴァ書房

★昭和の洋食平成のカフェ飯 阿古　真理 筑摩書房

★日本の名橋完全名鑑 日本橋梁建設協会／監修 廣済堂出版

★電力の社会史 竹内　敬二 朝日新聞出版

★何のために生まれてきたの？ やなせ　たかし ＰＨＰ研究所

★楽しくて元気になる和紙ちぎり絵 日本和紙ちぎり絵協会／編 主婦の友社

★味な映画の散歩道 池波　正太郎 河出書房新社

★児童文学の教科書 川端　有子 玉川大学出版部

★むつかしきこと承り候 岩井　三四二 集英社

★糸車 宇江佐　真理 集英社

★沈黙の町で 奥田　英朗 朝日新聞出版

★ホテル・コンシェルジュ 門井　慶喜 文藝春秋

★ハピネス 桐野　夏生 光文社

★狭小邸宅 新庄　耕 集英社

★美しい家 新野　剛志 講談社

★黄金の庭 高橋　陽子 集英社

★定吉七番の復活 東郷　隆 講談社

★孤独の絆 藤田　宜永 文藝春秋

★キャサリン・カーの終わりなき旅 トマス・Ｈ．クック 早川書房

【児童書】

☆おなべふこどもしんりょうじょ やぎゅう　げんいちろう／さく 福音館書店

☆じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく　大社　玲子／え 学研教育出版

☆イヌカウコドモ 金森　美智子／文　スギヤマ　カナヨ／絵　 童話屋

☆林業少年 堀米　薫／作　スカイエマ／絵 新日本出版社

☆楽しく遊ぶ学ぶ　くふうの図鑑 鎌田　和宏／監修 小学館

新 着 図 書 の ご 案 内

沼津市立図書館

新着図書の中から一部をご紹介します。
また、図書館ホームページや館内の検索用
パソコンでも見ることができます。

おはなしふくろう

４月　６日(土)
５月　４日(土)
６月　１日(土)

アンの部屋

４月１３日(土)
５月１１日(土)
６月　８日(土)
６月２９日(土)

ラディッシュ

４月２０日(土)
５月１８日(土)
６月１５日(土)

グループあおむし

４月２７日(土)
５月２５日(土)
６月２２日(土)

あかずきんちゃん

４月２１日(日)
５月１９日(日)
６月１６日(日)

午後２時から
おはなしの部屋
です！



 

 

郷 土 ゆ か り の 作 家 た ち 

 

（１）芹沢 光治良（せりざわ こうじろう） 

 

芹沢光治良は、明治 29 年 5 月 4 日、市内我入道の代々網元で

あった豪家に生まれました。  
幼い頃から成績が優秀であったこともあり、漁師にはならず、

県立沼津中学校（現在の沼津東高校）に進学しました。  
中学卒業後、東京帝国大学経済学部に入学、大正 11 年、農商

務省に入り、２年後に結婚、その後フランスへ留学しました。  
そこで多くの学者、作家、芸術家と交流しましたが、肺結核を

患い、フランスやスイスで療養生活を送りながら、そこで作家に

なることを決意しました。  
帰国後の昭和 5 年、『ブルジョア』が雑誌「改造」の懸賞小説で一等に入選し、その後『巴

里に死す』『愛と知と悲しみと』など多数の作品を発表しました。  
『巴里に死す』『サムライの末裔』などはフランスで翻訳出版され、フランス友好国際大賞

を受け、ノーベル文学賞候補作にも取り上げられるなど、フランスを中心に欧米での評価が

高いことでも有名な作家です。  
自伝的長編小説『人間の運命』は、昭和 40 年、芸術選奨文部大臣賞を受賞し、国内外で

大きな評価を得て、生涯の作品になりました。また、日本ペンクラブの会長も務めました。 
このように芹沢光治良の業績は高く評価されており、これを称えて、昭和 45 年、出生地

の我入道に芹沢文学館（現在の沼津市芹沢光治良記念館）が建設され、昭和 55 年には沼津

市名誉市民となりました。  
『人間の運命』は、その後数回増補改訂され、再刊されていますが、今年、芹沢光治良没

後 20 年を記念し、完全版としての発売が開始され、話題となっています。  
今回のものは、後に発表した 2 作品を含めた 16 巻の作品として刊行したいと、生前彼が

望んで加筆修正していた願いが実現したもので、本編 16 巻と関連作品を収録した別巻 2 巻

の全 18 巻の刊行が予定されています。  
 
参考文献  
 『芹沢光治良と沼津』 芹沢記念会／〔ほか〕編・著   芹沢記念企画  

『評伝芹沢光治良』  勝呂 奏／著          翰林書房  
『芹沢光治良の世界』 梶川 敦子／著         青弓社  
『芹沢光治良研究』  鈴木 吉維／著         おうふう  

        

 

 

   ◎返却期日はお守りください。 

返却の際は、貸出しレシートは抜いてお返しください。 

 

◎お子様が館内で走ってケガをするケースが増えています。 

保護者の方はお子様から目を離さないようお願いします。 

 

◎館内において他の利用者に迷惑がかかる場合は、図書館スタッフが注意す

ることがありますのでご承知おきください。 

図書館からのお願い
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