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2020 年がはじまりました！ 
 

昨年中は、西富士図書館をご利用いただき 

ありがとうございました。 

今年も、皆様にご利用いただくために、 

図書館サービスの充実に努めてまいります。 

本年も、よろしくお願いします。 
   

2020 年は、子年（ねずみどし）です。  
  

 子年生まれの人の本をよんでみませんか。 
子年生まれの人には、二葉亭四迷（1864）、新田次郎（1912）、 

山崎豊子・相田みつを・安部公房・いぬいとみこ・陳舜臣 

神沢利子（1924）、高橋三千綱・藤原伊織・山本一力 

赤川次郎・木村裕一・島田荘司（1948）、 

天童荒太・小野不由美（1960）、有川浩（1972）などがいます。 

 小説家以外にも、西郷隆盛（1828）、渋沢栄一、津田梅子（1864）、 

  野口英世（1876）、杉原千畝（1900）桂歌丸（1936）も、子年生まれです。 
 

他にも、2020 年は 

まんが「サザエさん」の作者、長谷川町子さんの生誕 100 周年。 

清水次郎長こと、山本長五郎の生誕 200 周年にもあたります。  
    

■ そして、読み忘れはないですか？ 2019 年に、話題になった本といえば 

◆「そして、バトンは渡された」 

 瀬尾まいこ／著 文藝春秋 913.6 セオ 
父親が 3 人、母親が 2 人いる娘と親たちの幸せな物

語。「本屋大賞」を受賞して人気になりました。 

◆「ルパンの娘」※シリーズになっています。 

横関大／著 講談社 913.6 ﾖｺｾﾞｷ 
泥棒の娘の華と、刑事の和馬の恋の物語。ドラマ化

され話題に。作者の横関さんは富士宮出身です。 

◆「一切なりゆき－樹木希林のことば－」  

樹木希林／著 文藝春秋 778.21 キ 

2018 年に亡くなられた女優「樹木希林」の言葉を

まとめた本です。 

―１― 

西富士図書館の 2019 年利用の多かった本（ベスト

リーダー）は、次回「春の号」で発表します。 

http://www.fujinomiyalib.jp/


   親子で楽しむ 「ねずみ」 の本 

えほんの中には、いろいろのねずみが登場します。 

             長く愛されているねずみたちを紹介します。 

                          ※このねずみが、この号に、なんびきいるかわかるかな？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ―２― 親子で楽しく読んでみませんか？ 

「ぐりとぐら」中川李枝子／文 大村百合子／絵 

福音館書店 Ｅヤマ 

あおいぼうしのぐりと、あかいぼうしのぐら。 

２ひきののねずみのおはなし。 

 

やっぱり！このふたり 

「ねずみくんのチョッキ」なかえよしを／作 上野紀子／絵 

ポプラ社 Ｅウエ 

おかあさんがあんでくれたあかいチョッキの

ねずみくん。すると、つぎつぎともだちが、

チョッキをかりにきて…。 

 

ねずみくん  

みえるかな？ 

「14 ひきのさむいふゆ」いわむらかずお／作 

童心社 Ｅイワ 

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさ

ん。そして、きょうだい１０ぴきのねずみの

かぞくの冬のおはなし。 

 

「ねずみのよめいり」岩崎京子／文 二俣英五郎／絵 

教育画劇 Ｅヤマ 

ねずみのむすめと、けっこんするのはだれでし

ょう？ 日本のむかしばなしです。 

 

「おしいれの 

ぼうけん」 

古田足日／文 田畑精一／絵 

童心社 Kフルタ 

ほいくえんのこわい

もの。 おしいれと 

「ねずみばあさん」。 

おしいれに入れられた

さとしとあきらは…。 

 

「番ねずみのヤカちゃん」
リチャード・ウィルバー／作 

    松岡享子／訳 大社玲子／絵 

福音館書店 K930ウ 

「やかましやのヤカちゃん」

とよばれている声の大きな 

子ねずみのおはなし。 

 

「冒険者たち－ガンバと 15 ひきの仲間－」 

斎藤惇夫／作 藪内正幸／画   岩波書店 Ｋサイトウ 

ねずみのガンバと１５ひきのなかまたちが、島ねずみを助

けに白イタチをたおしに海に出ます。 

 



★西富士図書館 郷土を知る講座 

「曽我兄弟の仇討ちにまつわる物語」 
    「富士の巻狩りの最中に起こった曽我兄弟の仇討ち」についての講座です。 
◆日時：令和２年２月２９日（土） １０：００～１１：３０ 

◆場所：西富士図書館 多目的ホール ◆定員：先着２０人（中学生以上） 

◆講師：渡井一信さん（富士宮市郷土資料館館長） 

◆申込：２月１日（土）9 時から、西富士図書館で受付、電話可。 

 

＊詳細は図書館 HP・ちらしをご覧ください。 

 

「東京オリンピック」がやってきます。 こんな本読んでみませんか。 
 

とうとう 2020 年。夏には東京オリンピックが開催されます。 

実際に観戦に行く人も、テレビで楽しむ人も、スポーツのルールなど 

知っていると、もっと楽しめるかも。 

図書館にも、いろいろなスポーツの本があります。 

中央図書館・芝川図書館の本を西富士図書館で借りることもできます。 

分類番号「７８０～７８９」の棚には、 

いろいろなスポーツの本が、みなさんのご利用をお待ちしています。 

他にもこんな本よんでみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

★ほかにも、西富士図書館では、 

   季節などに合わせたテーマを決めて、本の展示を行う 

   テーマコーナーを、「子ども向け」「一般向け」に 

   設置しています。 思わぬ本に出合えるかもしれませんよ。 
 

      こんな講座もあります。 くわしくは図書館 HP・図書館のチラシをご覧ください。 

 

 
   

 

 

 

 

―３― 

「これがオリンピックだ
－決定版オリンピズムがわ

かる 100 の真実－」 

舛本直文／著 

 講談社 K 780 

子どもといっしょにオリン

ピックをかんがえよう。 

オリンピックの疑問に答え 

る本です。（児童書） 

「オリンピックの輝き－

ここにしかない物語」

佐藤次郎／著 

東京書籍 780.69 

フジヤマのトビウオ、裸

足のアベベ。1912 年の

ストックホルムから、東

京まで、さまざまな選手

の人生を紹介する。 

      

各巻末にレシピ有。 

 「オリンピックでよく見る

よく聴く国旗と国歌」 

吹浦忠正／著 

 新藤昌子／著 三修社 

 288.9 

オリンピックの開会式で見

る各国の国旗や、表彰式で

流れる国歌の歴史を解説し

た本です。 

東京に観戦に行く

みなさんには、 

東京の観光案内の

本が「291.36」

の棚にあります。 



 

■ 西富士図書館イベント紹介  
 

■ 絵本を読む会(絵本の読み聞かせ)  毎週土曜日 15:00～15:30 

楽しい絵本を職員が読みます。ぜひご参加ください。 

＊他の事業の実施により中止する場合もあります。ご了承ください。 

■ こどもえいが会＆映画鑑賞会 これからの予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

原則、毎週日曜日に行います。鑑賞無料。内容等の詳細は別紙ちらしをご覧ください。 

機器・ディスク等の事情により、中止または変更になる場合があります。ご了承ください。 

■ 西富士図書館開館日（開館時間 9：00～17：00）  

       1 月          ２月          ３月 

 

赤字は休館日です。 

休館日：毎週月曜日・毎月第 4 金曜日（図書整理日） 

12/28 から１/３は年末年始のため、1/1４は「成人の日」の振替、 

２/1１は「建国記念の日」、３/2０は「春分の日」の祝日のため、 

図書館は休館日となります。 

あなたの知りたいをお手伝い 富士宮市立西富士図書館 ☎ ５４－２０２０
ご よ  ふ れ ふ れ

「御用、フレーフレー！」  

―４－ ※ねずみは問題も入れて１０ぴきでした。 

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

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31

月 日 こどもえいが会　10:30～ （一般対象）映画鑑賞会　14:00～

1 5
（アニメ）　ピーターラビットと
　　　　　　　ベンジャミンバニーのおはなし

オリエント急行殺人事件（1974年イギリス映画）

12 （アニメ）　プーさんのきらきら星 黄昏（1981年アメリカ映画）

19 （アニメ）　母をたずねて三千里 あした（1995年日本映画）

26 （アニメ）　宮西達也劇場おまえうまそうだな 旅情（1955年アメリカ映画）

2 2 （アニメ）　The snowman　スノーマン 荒野の七人（1960年アメリカ映画）

9 （アニメ）　アラジンの大冒険ーアラジン危機一髪ー 素晴らしき休日（1938年アメリカ映画）

16 （アニメ）　パンダコパンダ 細雪（1983年日本映画）

23 （アニメ）お屋敷でミステリー　チップとデールの大作戦 富士山の日の為、映画会はお休みです。

3 1 （アニメ）　プーさんのまてまてボトル 大脱走（1963年アメリカ映画）

8 （アニメ）　はらぺこあおむし 情婦（1957年アメリカ映画）

15 （アニメ）　トム・ソーヤの冒険 ハリーとトント（1974年アメリカ映画）

22 （アニメ）　ミッキーたちのパーティー 早春（1956年日本映画）

29
（アニメ）ドラえもん
　　　　　ーぼく、桃太郎のなんなのさー

マイ・フレンド・フォーエバー（1995年アメリカ映画）


