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沼津市立図書館

＠NumazuTosyo

読みメン講座

令和2年1月26日（日）13：30～15：00

沼津市立図書館 4階 第1・2講座室

講師《聞かせ屋。けいたろう》さん

絵本作家、元保育士

2006年、夜の路上で、通りすがりの大人に向けて

絵本の読み聞かせをスタート。

それ以後、日本全国で公演や読み聞かせ講座を行う。

定 員 70名（先着順）

対 象 どなたでも ※絵本講座は大人の方のみ

受講料 無料

申込方法 電話、電子メール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込みください。

申込み・問合せ 沼津市立図書館 ０５５-９５２-１２３４ library@city.numazu.lg.jp

【おはなし会】13：30～14：00

【絵本講座】 14：10～15：00

ｎ男性が読めば更に輝く本、

男性絵本作家の魅力と

面白絵本を紹介します！

お子さんの参加も待っています！

企画展 日本の心 富士山写真展

期 間 令和２年２月14日(金)～３月22日(日）
※２月17日(月)、３月２日(月)～５日(木)

９日(月)、16日(月)は休館

会 場 沼津市立図書館 ４階 展示ホール

入場料 無料

富士山を題材に撮影活動をしている市内在住写真家５名の

美しい富士山の写真約20点を展示します。

富士山特集
コーナー

図書館１階２階３階にて
特集コーナーを設けます
ぜひご利用ください！

（3月１日終了見込み）

～男らしい！おはなし会 ＆ 俺のこだわり絵本講座～



平成30年間を沼津市立図書館の歴史と

ベストセラー図書で振り返る

平成元(1989)年5月、

『沼津市新図書館建設

基本構想』策定

平成5(1993)年7月、

沼津市立図書館開館

閲覧貸出業務スタート

平成30(2018)年

「子供の読書活動優秀実践図書館」

として文部科学大臣表彰を受賞(4月)

沼津市立図書館開館25周年(7月)

平成15(2003)年4月、

インターネットでの

貸出予約受付スタート

平成22(2010)年9月、

入館者1,000万人達成！

『TUGUMI（つぐみ）』

吉本 ばなな/著

(１階一般/913.6/ヨシ)

平成3(1991)年4月、

戸田村立図書館

（現沼津市立戸田図書館）

開館

『磯野家の謎』

東京サザエさん学会/編

(戸田１階開架/726.1)

『漫画君たちはどう生きるか』

吉野 源三郎/原作

羽賀 翔一/画

(１階YA/159)

ベストセラー図書出典：

・トーハン調べ

・出版年鑑1992資料・名簿編

・出版ニュース社

・出版年鑑1998資料・名簿編

・出版ニュース社

・BOOK PAGE本の年鑑1992

・ブックページ刊行会

・BOOK PAGE本の年鑑1999

・ブックページ刊行会

『もし高校野球の

女子マネージャーがドラッカーの

『マネジメント』を読んだら』

岩崎 夏海/著

(１階一般/913.6/イワ)

『バカの壁』

養老 孟司/著

(１階一般/304)

『もものかんづめ』

さくら ももこ/著

(1階一般/914.6/サク)

平成10(1998)年4月、

インターネットの

ホームページ開設

平成17(2005)年4月、

沼津市と戸田村が合併

戸田村立図書館が

沼津市立戸田図書館に

『大河の一滴』

五木 寛之/著

(１階一般/914.6/イツ)

『頭がいい人、悪い人の

話し方』

樋口 裕一/著

(１階東低/809.4)



　旧大岡村は現沼津市域の黄瀬川の西岸に位置し、村名は「大岡荘」に

由来する。大岡荘は中世、現沼津市大岡・岡宮、現裾野市桃園、現長泉町

長久保などを含む広い荘園であった。

　江戸時代には、後に大岡村となる地域には、旧東海道往還沿いに木瀬川村、

下石田村、日吉村が続き、北に向かって中石田村、上石田村、高田村、

下小林村、上小林村が続いていた。

　明治元年（1869）各村は駿府藩領（同２年静岡藩と改称）、明治４年（1871）

静岡県に所属する。明治６年（1873）、同名の村があって混同されやすい

ということから、上小林村を北小林村、下小林村を南小林村と呼称するように

になり、翌年、上石田、中石田、下石田、南小林、北小林、日吉、高田、

木瀬川の八ケ村が合併して大岡村となった。近隣の村が明治22年（1889）４月の

市制・町村制施行により合併したのに比べると、たいへん早い合併であった。

　昭和19年（1944）沼津市と合併、沼津市の大字の一つとして大岡の名が残った。

その後、大字大岡のうち、一部が昭和47年（1972）に富士見町、大字山王台に分かれ、

昭和55年（1980）に大字小林台に分かれ、現在に至っている。

　黄瀬川は愛鷹山と富士山の火山噴出物を浸食して流れ、深い淀みをつくって、崖を形成している。

両岸が崖地をなしている川をキセ川（「キセ」とは語源的に「崖」を意味するという）と称し、これに黄瀬川とか木瀬川という

呼称がつけられるようになった。また川に接して木の生い茂った瀬があったため、

木瀬川という呼称がつけられたともいわれている。現在は木瀬川は地名、黄瀬川は

川の呼称として使われている。

　木瀬川には古代から中世にかけて宿駅が置かれ黄瀬川宿と呼ばれ、とくに鎌倉

時代には足柄路と箱根路の分岐点として栄え、『吾妻鏡』や『源平盛衰記』などの

軍記物語や紀行文学に登場する。治承４年(1180)10月の富士川の合戦で源頼朝と

弟の源義経が再会したのもこの地である。北中宿・南中宿・邸内・屋敷・長者窪など

宿駅や宿内を連想させる小字が残っており、亀鶴観音の話もこの地に伝わっている。

「借りたい本が近くの地区センター図書室にない！」
そんなとき…

市立図書館や他の地区センター図書室等にある本を　　　　　　　　　

　どこからでも借りることができます！

「借りた場所へと期限内に返しに行けない！」
そんなとき…

市立図書館や他の地区センター図書室等で借りた本を　　　　　　　　　

　どこにでも返すことができます！
☆休館日☆　月曜日・祝日の翌日・年末年始

　※開館時間は、地区センターごとに異なります。 ※視聴覚資料（CD・DVD等）の貸出・返却は、市立図書館と

　　詳しくは各地区センターにお問合せください。 　　戸田図書館のみとなります。

大岡
お お お か

村
む ら

木
き

瀬川
せ が わ

－参考文献－

♦ 『沼津市史 通史編 原始・古代・中世』

沼津市教育委員会 (2005）

♦ 『沼津市史編さん調査報告書 第10集

木瀬川の民俗 』

沼津市教育委員会 (1998)

♦ 『角川日本地名大辞典 22 静岡県』

角川書店（1982）

♦ 『日本歴史地名大系 22 静岡県の地名』

平凡社（2000）

♦ 『沼津・三島・清水町 町名の由来』

辻 真澄/著

静岡新聞社（1992）

どこからでも、どこにでも。
Numazu City Library - TSUNAGARU Project -



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 1 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 29 29 30 31

7日 4日 『やさしい本泥棒』 10日 『ジェイン・オースティンの読書会』

14日 『50回目のファースト・キス』 11日 『劇団四季ミュージカル　李香蘭』 17日 『ザ・エージェント』

21日 『レ・ミゼラブル』 18日 『マメシバ一郎　フーテンの芝二郎』 24日 『ロボッツ』

28日 『ダイ・ハード　4.0』 25日 『エクレールお菓子放浪記』 31日 『ガリバー旅行記』

24 25 2626 27 28 23

『綾小路きみまろ 爆笑！最新ﾗｲﾌﾞﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ２』

27 28

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！

＝ 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

お
は
な
し
の
会

◆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。

毎週火曜日14:00～

４階視聴覚ホール(定員200名)
ぬまづ火曜上映会

上映予定作品

１階児童室おはなしの部屋へ来てね！

広報ぬまづ2020年１月号の特集

「市長2020新春対談」で登場の

佐藤雅彦さんコーナー設置

戸田出身で、NHK教育『ピタゴラスイッチ』

などの監修でおなじみの佐藤雅彦さんの

コーナーを１階受付カウンター前に設置しました。

１月末まで設けていますので、ご覧ください。

また、著作も30点ほど並べて配架しています。

この機会に佐藤雅彦さんの作品を読んでみては

いかがですか。

(戸田図書館では、常時紹介しています。)

講談社さんの協力により、

「本とあそぼう 全国訪問 おはなし隊」が

やってきます。

キャラバンカーの見学やおはなしの会を

行いますので、希望される方は、当日、

図書館までどうぞ。

日 時 令和２年１月19日(日)

14時30分～

場 所 沼津市立図書館

北側駐車場

児童室おはなしルーム

人 数 20名

※事前の申し込みは必要ありません。

当日、直接会場にどうぞ。


