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７月２４日（水）　１３：３０～１５：００
   講　師 　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）　有人宇宙ミッション本部有人宇宙技術センター

　特任担当役　　下田　隆信　さん
   場　所 　４階視聴覚ホール
   内　容 　無重量の宇宙空間で快適に生活する方法を学ぶ
   対　象 　小学生 定　員 ２００人（同伴者含む）
   申込み 　７月１０日（水）　９：３０から電話にて受付　（定員になりしだい締め切り）

８月８日（木） 　　９：３０～１４：１０
   場　所    ４階
   内　容    ペープサート「末吉暁子さん（原作者）と “ざわざわ森のがんこちゃん”がやってくる！」

　   　　（ 1回目 １１：２０～１２：００、２回目 １３：３０～１４：１０）
   ちいさなかがく・いい声きかせて！体験コーナー
 　おはなしのへや・クイズラリー・ページランド

   共　催    ぬまづ子どもの本を学ぶ会
   申込み    当日直接会場へ

７月１９日（金）～８月１５日（木）　※月曜日・８月７日（水）は休館

   ４階展示ホールにて幼稚園・学校・地域の読み聞かせボランティアさんと一緒に本の展示を
   行います

   共　催    ぬまづ子どもの本を学ぶ会

場所　４階視聴覚ホール　　１４：００～

 「宇宙飛行士はこうして生まれた」（４６分）
 「グスコーブドリの伝記」（５７分）
 「王さまでかけましょう」（１７分）・「焼跡の、お菓子の木」（４５分）
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

…休館日

開館時間 火･水･木 ・・・・・・・・・・・・・・ 午前９時３０分～午後６時３０分
     金 ・・・・・・・・・・・・・・ 午前９時３０分～午後９時
土･日･祝日･振替休日 ・・・ 午前９時３０分～午後５時

７　月 ８　月 ９　月

　☆★☆★☆★☆★☆★☆★　　　　　　　　　　　　　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 ７/２５ （木）

 ８/　１ （木）

 ８/１５ （木）

ご家族・お友達をお誘いのうえ　お気軽にご来館ください！

　

夏休みわくわく図書館

　　　◎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
　　　◎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

夏のビデオ上映会

夏休み企画展「ようこそ絵本の世界へ～おめでとう ぐりとぐら５０周年～」

図 書 館 カ レ ン ダ ー

夏休み子ども講座

  「宇宙でのくらしかた入門～宇宙ステーションの生活は？～」

　　７月３０日（火）・３１日（水）の１４：００～１５：３０
　　 ４階第３講座室でおはなしの会（読み聞かせ）も行います



【一般書】

★　「モラルハラスメント」のすべて 本田　りえ　　露木　肇子／著 講談社

★　変形菌図鑑 川上　新一／著　　伊沢　正名／写真 平凡社

★　家族の認知症に気づいて支える本 斎藤　正彦／監修 小学館

★　再生可能エネルギーが一番わかる 今泉　大輔／著 技術評論社

★　建築デザインの解剖図鑑 スタジオワーク／著 エクスナレッジ

★　チーズと文明 ポール・キンステッド／著　 築地書館

★　昭和三十年代演習 関川　夏央／著 岩波書店

★　こころ 谷川　俊太郎／著 朝日新聞出版

★　天佑なり（上・下） 幸田　真音／著 角川書店

★　島はぼくらと 辻村　深月／著 講談社

★　ソウルメイト　 馳　星周／著 集英社

★　流転の魔女 楊　逸／著 文藝春秋

★　若き日に薔薇を摘め 瀬戸内　寂聴　　藤原　新也／著 河出書房新社

★　ミステリガール デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房

【児童書】

☆　はいチーズ 長谷川　義史／作 絵本館

☆　これだれの？ みやこし　あきこ／作 ブロンズ新社

☆　花と昆虫の大研究 松田　喬／著　鷲谷　いずみ／監修 ＰＨＰ研究所

☆　おばけのクリリン こさか　まさみ／作　さとう　あや／絵 福音館書店

☆　アサギをよぶ声 森川　成美／作　スカイ　エマ／絵 偕成社

※１Ｆフロアーにありました住民票・印鑑登録証明書の自動交付機は６月３０日をもって営業を終了しました。

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。

みんな来て！見て！
読んでみて！！

　皆様からご要望のありました、ヤングアダルト（ＹＡ）コーナーを
１Ｆフロアー階段下に新設します。
　ヤングアダルト（ＹＡ）とは、主に中学生・高校生ぐらいの十代の
若者を指す言葉で、読書離れが進む年代でもあります。
　興味が持てる分野や進学・就職を考える上でヒントになるような
本を取り揃えていく予定です。　どうぞご利用ください。

出入口

一般図書

一般図書

児童
図書

階段

ＹＡコーナー

・バッテリー　１～６
　　　　　　 （あさのあつこ/作）
・ウエストマーク戦記　１～３
　（ロイド・アリグザンダー/作）
・バンパイア・ガールズ　１～６
　　　  （シーナ・マーサー/作）
　　　　　　　　　　　　　　　  など



 　  ある、夏の人気行事です。

 　　 　子どもたちは、図書の整理や貸出・返却などの仕事や、普段は見ることの出来ない裏方

　　 の仕事を体験しながら、図書館の中を隅々まで探検します。　　

    　　夏休みの思い出にぜひ参加されてはいかがですか？　ご応募お待ちしております。

　　

   　 　今年で、１２回目をむかえる「夏休み図書館子ども探検隊」は、毎年定員を超える応募が

おはなしふくろう
７月　６日(土)
８月　３日(土)
８月３１日(土)
９月　７日(土)

アンの部屋

７月１３日(土)
８月１０日(土)

ラディッシュ

７月２０日(土)
８月１７日(土)
９月２１日(土) グループあおむし

７月２７日(土)
８月２４日(土)
９月２８日(土)

あかずきんちゃん

７月２１日(日)
８月１８日(日)
９月２９日(日)

実施日　７月３０日（火）・３１日（水）
　　　　　　８月　１日（木）・　６日（火）・１３日（火）・１４日（水）・
                  ２０日（火）・２１日（水）・２２日（木)
 
時間　 　９：００～１２：００
　
申込み  往復はがき（７/１０(水）消印有効）
　　　　 　※応募者多数の場合は抽選

  ★詳細は・・・
  広報ぬまづ、図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、
　チラシ等をご覧ください



 

 

郷 土 ゆ か り の 作 家 た ち 

 

（２）井上 靖（いのうえ やすし） 

 

 井上
 

靖
 

は、明治 40 年、現在の旭川市に陸軍軍医であった父隼雄と母八重 
の長男

 

として生まれました。 
幼少

 

時は湯ヶ島（伊豆市）で過ごし、大正３年、湯ヶ島尋常高等小学校に入学
 

して 6年生
 

のときに浜松市の小学校に転校します。翌年、静岡県立浜松中学

校（現在の浜松北高等学校）に入学
 

しました。しかし、父が台湾へ転任する

ことになった関係で、大正
 

11 年、郷里の湯ヶ島に近い沼津中学校（現在の沼

津東高等学校）に転入
 

します。そして昭和 2 年、金沢の第四高等学校に入学

するまでの間、沼津
 

で学生生活を送りました。そのころの井上靖は素行があ

まりよくなく、一時期
 

、現在も下河原町にある「妙覚寺」というお寺に預けられていました。この頃に出

会った教師や友人の影響
 

で、詩歌や文学に親しむようになっていきます。この沼津での学生生活を小説に

したのが、有名な『夏草冬濤
なつぐさふゆなみ

』という作品です。  
その後、昭和 11 年京都帝国大学文学部を卒業し、懸賞小説で『流転

る て ん

』という作品が千葉亀雄賞を受賞し 
ました。それがきっかけで、毎日新

 

聞社に入社しました。入社後も執筆活動を続け、昭和 25 年『闘牛』に 
より 43 歳で第 22 回芥川賞を受賞し、これを機に毎日

 

新聞社を退社し本格的な作家生活に入りました。 
主な作品として、詩では『北国』『星

ほし

欄干
らんかん

』、自伝的小説では『しろばんば』『北の海』、映画化もされた 
『わが母の記』、新聞小説では『氷壁』『わだつみ』、歴史小説では有名な『敦煌

とんこう

』『蒼き狼』などがあります。

その他エッセイや紀行文などにも優
 

れた作品を数多く残し、その功績をたたえられ、昭和 51 年に文化勲 
章を受章し、昭和

 

58 年には沼津市名誉市民となりました。平成 3 年に 83 歳で亡くなるまで、日本文芸家 
協会理事長、日本

 

ペンクラブ会長なども務め、日本文学界に多大な貢献をしました。 
 
参考文献 
 『井上靖青春記』         佐藤 英夫／編・著      英文堂書店 
『新潮日本文学アルバム 井上靖』 曾根 博義／編集       新潮社 
『洪作少年の歩いた道』      井上靖文学散歩研究会／編集  井上靖文学散歩研究会  
『静岡の作家群像』        山本 恵一郎／著        静岡新聞社 
『井上靖の詩の世界』       三鬼 宏／著          文芸社 
 

 

        

 

 

   ◎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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