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「人形劇団ばんび」が
今年もやってくるよ！

【日

時】

３月５日（土）

【場

所】

湖西市立新居図書館２階

【演

目】

１０：３０～１１：３０
視聴覚室（定員１００名）

「からから山の天狗さん」…

「おむすびころりん」…

仲良しの赤天狗さんと青天狗さんは、いつもお山の
てっぺんでカラカラ笑っています。でも、ふもとの村で
は、水がカラカラに…。おーい、天狗さん、雨はどうな
ったの？村人のために、天狗さんが出した知恵とは何だ
ったのでしょう？

おじいさんのおむすびがころころ転がって、ネズミの穴へ落っ
こちた。穴からは楽しいネズミの歌が聞こえてきて…

※２月２０日（土）から、中央・新居図書館で整理券を配布します
湖西の名所
を巡ろう！

2 月 23 日は 2(フ)2(ジ)3(サン)の日

富士山のある風景

⑬

「富士山の日」は、富士山を後世に引き継ぐため
に、富士山について学び、考え、思いを寄せる日と
して制定されたものです。
図書館では「富士山の日」にあわせ、富士山コー
ナーを設けます。写真集や登山、富士山のひみつが
書かれた本など、富士山に関する本をいろいろご用
意していますので、ぜひご覧ください。
【富士山に関連する本】
・『ぐるり富士山トレイルコースガイド』
静岡新聞社出版部／企画・編集
・『富士山のふしぎ 100』
富士学会／監修、尾形真隆／ほか写真
・『富士山宝永大爆発』永原慶二
・『おーい、ふじさん！』大山行男
など

中央図書館
バレンタイン
デーには

今月の特集

手づくりを贈ろう♪

・『プレゼント・チョコスイーツ』
・『女の子のかわいいお菓子』
・『とっておきの日に作ってあげたいキャラケーキ』
・『板チョコ 1 枚から作るかわいいチョコレートのお菓子』
・『イチバン親切なラッピングの教科書』 ほか
◆12 月の統計◆

今は空気が澄み、１年で最も美しく富士山が見られ
る季節です。寒い日、はるかに純白の雄姿が見えたと
きはなんとも嬉しいもの。この地域は、東海道の太平
洋と富士山を見ることができる境目といわれます。む
かしの旅人もきっと、癒され奮い立つような、格別の
感慨を抱いて絶景を味わったことでしょう。日本人だ
けではありません。江戸時代半ば来日した、長崎出島
のオランダ商館医師ケンペルは江戸参府の途中、恐ら
く汐見坂あたりから望んだ姿がよほど印象深かった
のか、
「ここまで来て、世界中で非常に高く美しい山、
富士山が初めて見えた」と書き留めました。
富士山を好んだ葛飾北斎と歌川広重。広重が浮世絵
に描いた新居関所と富士山の構図は、架空でなく実際
の風景です。今では市街地に埋もれてしまった関所
も、ビューポイントのひとつだったのです。ただし、
お調べで緊張し、景色を楽しむ余裕まであったかはわ
かりませんが。

新居図書館

今月の特集

ラクしてキレイにダイエット
・『３日でやせる！脱糖ダイエット』
・『クックパッドダイエットレシピ』
・『美人はコレを食べている。ビジュアルＢＯＯＫ』
・『運動ギライでも筋肉はつけられる！』
・『体の硬い人によく効く！筋ストレッチ』 ほか
入館者数 16,779 人／

貸出人数 7,029 人／

貸出冊数 30,765 冊

第 154 回 芥川賞･直木賞 発表！
【芥川賞】

『死んでいない者』滝口悠生
『異類婚姻譚』本谷有希子

「わがまち湖西 一文字大賞」

2015 年の湖西を表す漢字は「勝」！

・『ホモサピエンスの瞬間』松波太郎
・『家へ』石田千
・『異郷の友人』上田岳弘
・『シェア』加藤秀行

1 月９日（土）
、中央図書館で
2015 年の湖西市を表す「わ
がまち湖西 一文字大賞」が発
表され、大賞の「勝」という
字を、新居高校書道部に揮毫
していただきました。

【直木賞】

『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

【選出理由】湖西ミニバス女子の全国優勝、岡中男子バレー
の県大会優勝、湖西市消防本部銅賞など

新春カルタ大会

※まだ図書になっていない作品もあります。
（1/30 現在）

２月２２日は猫の日！

中央図書館

２月２２日は、２・２・２（ニャン・ニャン・ニャン）
という猫の鳴き声の語呂合わせにちなんで、１９８７年に
「猫の日」に定められました。
図書館では、猫が主人公になった『長靴をはいた猫』の
お話や赤川次郎氏による「三毛猫ホームズ」シリーズのほ
か、動物写真家岩合光昭氏の写真集など、猫に関する図書
がたくさん所蔵されています。可愛い猫の姿に癒されます
よ。

新居図書館

1 月 9（土）中央図書館、10 日（日）新居図書館でカル
タ大会が行われました。総勢５０人の子どもたちが、童話
カルタや郷土カルタを楽しみました。

大人のための朗読会

『長靴をはいた猫』 シャルル・ペロー著 河出書房新社ほか

◆日時

２月２６日（金）14:00～15:00

◆場所
◆内容

中央図書館２階

『三毛猫ホームズの回り舞台』ほか

お話し室

など

おすすめ本

・【ＳＦ小説】 「駝鳥」

『ノラネコの研究』

筒井康隆／著

伊澤雅子／文、平出衛／絵
福音館書店

・【小 説】 「よろづ春夏冬（あきない）中」
長野まゆみ／著

・【小 説】 「突堤にて」

『ノラネコの研究』では、猫を観察する
ポイントや猫の生態なども紹介されて
います。猫について詳しく知りたい！と
いう方におすすめの本です。

梅崎春生／著

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください

２月のカレンダー
中央図書館
日

7

赤川次郎著 光文社ほか

『岩合光昭の世界ネコ歩き』 岩合光昭著 クレヴィス

■＝休館日

新居図書館
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公民館図書室
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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

