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地域や会社などを元気にしようと活動している「ゆるキャラ」、いまやその存在を知らない人はいない
のではないでしょうか。そんなゆるキャラたちのお祭り「ゆるキャラグランプリ」が、今年は浜松で行
われます（11/21(土)～１1/23(月)）。ゆるキャラには、地域の名産品がもとになっているキャラクタ
ーや、その地域にゆかりのある人物がもとになっているキャラクターもいます。好きな食べ物や特技な
どにその土地の情報が含まれていることもあるため、ゆるキャラを知ることでその地域のことに詳しく
なれるかもしれませんね。この機会に各地のゆるキャラを調べてみてはいかがでしょうか。湖西市では
“こふくちゃん”
“アスモン”
“ハマッピー”がエントリーしています。
【関連資料】
湖西市社会福祉協議会
のキャラクター
「こふくちゃん」

『全日本ゆるキャラ公式ガイドブック』みうらじゅん／著、扶桑社
『たんけん！全国ご当地キャラずかん』ご当地キャラたんけん隊／編著、汐文社
『出世大名家康くん公式ファンブック』出世大名家康くん／監修、幻冬舎

パープルリボン・プロジェクト
11 月は「こさいパープルリボン･プロジェクト
月間」です。
『パープルリボン･プロジェクト』とは、
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）をはじめ、
夫婦、親子、恋人間の暴力や虐待に関心を呼び起こ
すとともに、暴力の下に身を置いている人々に勇気
を与えようとの願いから、アメリカで始まった国際
的な草の根運動です。誰にでも起こりうる、身近な
ところに潜むＤＶの問題に関心を持つ人が増えれ
ば、暴力を許さない、誰もが安心して暮らせる社会
につながります。中央図書館では関連図書の紹介を
していますので、是非この機会にＤＶとは何かを知

湖西市の２０１５年の一年間の出来事を漢字１文字
で表す作品を募集します。

・募集期間
１１月３０日（月）まで

いろいろ
あったなぁ…

・対象者
市内在住、在学、在勤者
・募集方法
中央および新居図書館にある応募用紙に
「漢字一文字」と「選んだ理由」を記入して
ください。メールでも受けつけています。
※湖西市の今年１年間の出来事を図書館に掲示しています
ので、参考としてご覧ください。

り、理解を深めていきましょう。

中央図書館

「2015 年わがまち湖西 一文字大賞」
作品募集！

今月の特集

楽器、はじめてみませんか？
・『きょうから弾ける！ピアノレッスン』
・『はじめよう！ミュージックベル』
・『ハーモニカのための楽譜の読み方と吹き方』
・『初心者のアコーディオン基礎教本』 ほか
◆９月の統計◆

新居図書館

ようこそ

今月の特集

写真集の世界へ

・『おひるね動物園』
・『土木女子！』
・『へんてこりんな植物』
・『世界の不思議な家、楽しい家』 ほか
入館者数 19,360 人／

貸出人数 7,667 人／

貸出冊数 32,800 冊

湖西の名所を
巡ろう！ ⑫

新着ＣＤ・ＤＶＤ♪

さかいめじょう

境目 城

砦(とりで)とも呼べそうな小さなお城が秘めるのは、徳川家康
と今川氏との攻防の物語です。
中央図書館の西に妙立寺があります。最近修復を終えた山門
が参拝者を迎える、この名刹の界隈は戦国時代、
「境目城」とい
う城でした。永禄 3 年（1560）桶狭間の戦い後、生まれ故郷
三河（愛知県東部）岡崎へ戻り、着々と遠江（静岡県西部）へ
うじざね
の勢力拡大をはかる家康。対する遠江の領主今川氏真（桶狭間
で討たれた義元の子）は国境の守りを固めるため、永禄 10 年
当時の妙立寺に移転を強い、土地を取り上げて城を築きました。
これが境目城です。ところが翌年には「徳川四天王」のひとり
酒井忠次(ただつぐ)に攻められてあえなく落城、まもなく今川の
う づ やま
家臣が守っていた入出の宇津山城も、妙立寺に本陣を置いた家
康の攻撃で、その手に落ちたのです。
現在の妙立寺のすぐ北側にある、
丘を中心にした半径 100ｍほどの
円形状の一画が、明治期に鉄道工事
で削られた城の名残といわれています。

【ＣＤ】
・
『石川さゆり 2015 全曲集』石川さゆり
・
『BEST2009-2015 笑う約束』高橋 優
・
『元気ですか？』中島みゆき
・
『葡萄』サザンオールスターズ
・『DREAMS COME TRUE THE BEST！私のドリカム』

DREAMS COME TRUE
・
『1989』テイラー・スウィフト
・
『おててタッチ！いない いない ばあっ！』
・
『カフェで流れるクリスマスピアノ』
ほか

【ＤＶＤ】
・邦画 『万能鑑定士Ｑ』
・邦画 『魔女の宅急便』
・洋画 『ホーキング』
・洋画 『ボビット 決戦のゆくえ』
・アニメ『思い出のマーニー』
・アニメ『ベイマックス』
・アニメ『図書館戦争３～５』
・アニメ『日本の昔ばなし１～17』
・スポーツ『楽ＲＵＮ』
・文化･教養『後藤栄子先生の在宅介護教室』
ほか

【参考図書】
『遠江の城』郷土出版社
『湖西の文化』第 15 号
『宇津山城とその周辺』東海古城研究会

国土地理院 2008 年撮影の
空中写真（部分）

大人のための朗読会

おすすめ本

◆日時

１１月２７日（金）14:00～15:00

◆場所
◆内容

中央図書館２階

若林文高／監修、文研出版
昨年に引き続き、今年も２人の日本人が
ノーベル賞を受賞しました。ノーベル賞
は、ダイナマイトの発明者「アルフレッ
ド・ノーベル」の遺言によって始まり、物
理学、化学、生理学・医学、文学、平和、
経済学 の分野で顕著な功績を残した人物
に贈られています。さて、この「ノーベル
賞の大研究シリーズ」では、ノーベル賞が

お話し室

・【エッセイ】 「山はるか」
「先取り季節」
阿川佐和子／著
・【小 説】 「花」

『いのちにつながるノーベル賞』

三浦しをん／著

私たちの生活にどのようにつながって、活かされているか分かり
やすく紹介されています。ぜひご覧ください。

・【童 話】 「雪渡り」 宮沢賢治／著

ノーベル賞の大研究シリーズ
『平和・環境につながるノーベル賞』『もっと知りたい！ノーベル賞』
『科学の発展につながるノーベル賞』『くらしにつながるノーベル賞』

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください

１１月のカレンダー
中央図書館

■＝休館日

新居図書館

公民館図書室

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

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

8

9 10 11 12 13 14

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

22 23 24 25 26 27 28

22 23 24 25 26 27 28

29 30

29 30

29 30

☎ 053-576-4351
開館時間 9:30～18:30

☎ 053-594-3155
開館時間 9:30～18:30

西部公民館
：☎ 053-577-2867
北部多目的ｾﾝﾀｰ：☎ 053-578-0760

開館時間

9:00～17:00

