湖西市立図書館だより

平成２８年 １月 ５日

よむぞう通信
大河ドラマのタイトルは「真田丸｣
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えっ…また
しらない人？

今年の大河ドラマの主人公は、真田信繁。「真田信繁」と聞いてすぐにわかる人は、かなり歴史に詳し
い方ですね。
「真田幸村」と言った方がピンと来る方も多いでしょう。大坂の陣で有名な戦国武将です。
さて、タイトルの「真田丸｣とはいったいなんでしょうか？
真田丸とは、慶長 19（1614）年の大坂冬の陣で、信繁が大坂城の平野口に作った
曲輪（くるわ）と呼ばれる砦のようなもので、出丸・出城とも言われます。大坂冬の陣
の攻防で中心となった場所です。ドラマでは、戦いだけでなく、信繁の人間模様、家族
愛なども語られることでしょう。「真田丸」というタイトルは、戦国時代の真田一族の
家族の絆を、荒波にもまれる 1 隻の船に例えてもいるようです。
さあ、今年は人気の戦国時代、そして有名な真田幸村。どんなドラマになるか楽しみ
ですね。新居図書館では、大河ドラマのコーナーを設けて、いろいろな関連本を集めて
新居図書館の大河コーナー
います。ぜひ、大河コーナーを覗いてみてください。本で予備知識を持っておくと、時
代背景などがわかって、ドラマをもっと楽しめますよ。

第 154 回 芥川賞･直木賞の候補作品
【芥川賞・候補作品】
・『家へ』石田千
・『異郷の友人』上田岳弘
・『シェア』加藤秀行
・『死んでいない者』滝口悠生
・『ホモサピエンスの瞬間』松波太郎
・『異類婚姻譚』本谷有希子

図書館などで絵本の読み聞かせをしてくださるボランティアを
募集します。絵本が大好きな方、読み聞かせに興味のある方、
ぜひご参加ください。
と

き

１月３０日(土)、２月６日(土)、２月２０日(土)
すべて 10：00～12：00

【直木賞・候補作品】
・『つまをめとらば』青山文平
・『ヨイ豊』梶よう子
・『戦場のコックたち』深緑野分
・『羊と鋼の森』宮下奈都
・『孤狼の血』柚月裕子

（３回の講座すべてに参加できる方。講座終了後、
図書館の「お話し会」「ブックスタート」等で、
ボランティアとして活躍していただける方）

ところ

湖西市立新居図書館

定

２０名

員

申込方法

電話または直接、中央図書館または新居図書館へ
お申し込みください。

申込締切

平成２８年１月２８日（木）

中央図書館

今月の特集

元気な体で１年を過ごそう
・『これが正しいラジオ体操』
・『60 歳からはじめる寝たきりにならない超簡単
筋力づくり』
・『枕を変えると健康になる！』
・『なりきり歌舞伎体操』 ほか
◆11 月の統計◆

第 154 回の芥川賞・直木賞は１月中旬に
発表されます。発表前に読んで、自分の
中で大賞を決めてみてはいかがでしょ
うか？ ※まだ図書になっていない
作品もあります。

新居図書館

今月の特集

愛情たっぷり♡手作りスイーツ
・『わくわくポップオーバー』
・『チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本』
・『森のおはぎとあんこのおやつ』
・『作ってあげたいやさしい手作りお菓子』 ほか
入館者数 20,445 人／

貸出人数 7,574 人／

貸出冊数 32,370 冊

２０１５年 人気本ランキング

読書室入り口の絵は…
昨年１年間で多く貸し出された本のベスト３です

新居図書館の読書室に入ると、すぐ右側の壁
に動物の絵が 2 枚かかっています。よく見ると、
絵にはいろいろな模様がついていますが、さて
なんでしょうか？
この絵は、毎年 11 月に行われる、図書館祭り
「よみん祭」で行ったイベント「野菜でペッタン」
の作品です。「野菜でペッタン」は、タマネギや
ピーマンなどの野菜の切り口に絵の具をつけて、
子供たちがスタンプのようにペッタン、ペッタン
と絵に模様を押したものです。いろいろな模様が
あって面白いですよ。絵はその年の干支を描いて
います。今年は「申（さる）
」です。
皆さんが作ってくれた作品ですから、多くの方
に見てもらいたいと思って、展示をしています。
少し高い位置にあるので目立ちませんが、新居
図書館に来たら、ぜひ、見てみてくださいね。

【一般書】
1. 『虚ろな十字架』
2. 『夢幻花』
3. 『村上海賊の娘 上巻』

東野圭吾
東野圭吾
和田竜

【児童書】※学校の必読図書は除く
1. 『かいけつゾロリシリーズ』 原ゆたか
2. 『サバイバルシリーズ』
洪在徹ほか
3. 『鹿の王 上巻』
上橋菜穂子

今年は手作り！恵方巻き
その年の恵方にむかって太巻きをまるごと一本無言で食
べきると福が来る、願掛けしたことが叶うという恵方巻き、
毎年どう準備されていますか。スーパーやコンビニで買う
方も多いかもしれませんが、今年はぜひ手づくりにチャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか。通常の太巻きでもよい
し、かわいい飾り巻きも楽しくてよいですね。ちなみに具
は七福神になぞらえて７種類がよいそうです。
２０１６年の恵方は「南南東」です。家族みんなで仲良
く「手作り恵方巻き」で幸せを取り込んでください。

大人のための朗読会
◆日時

１月２２日（金）14:00～15:00

◆場所
◆内容

中央図書館２階

おすすめ本

お話し室

・【小 説】 「羅生門」

芥川龍之介／著

・【童 話】 「気のいい火山弾」

宮沢賢治／著

・【小 説】 「コロッケ」

諸田玲子／著

『おばあちゃんのえほうまき』
野村たかあき／作・絵、佼成出版社
『作って楽しい！食べておいしい！！巻きずし』
飾巻子／著、ブティック社
『川澄健のいちばんわかりやすい！飾り巻きずしの作り方』
川澄健／著、主婦の友社」
※この他にもいろいろあります。ぜひ参考にしてください。

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください
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☎ 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

