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家康 岡崎→浜松へ 
直虎 34歳（1570年） 

織田信長 

直虎の２歳年上 

中央図書館 今月の特集 

徳川家康 

直虎の６歳年下 

新居図書館 今月の特集 

◆１１月の統計◆  入館者数 19,971人／ 貸出人数 7,550人／ 貸出冊数 32,812冊 

ハッピー♪スイーツレシピ 日本の伝統行事を見直そう 

豊臣秀吉 

直虎の１歳年下 

・『ディズニースイーツレシピ』 

・『かくれんぼケーキ』 

・『贈ってうれしいチョコレートスイーツ』 

・『かわいく包む アイデア ラッピング』ほか 

・『暮らしのならわし十二か月』 

・『知っておきたい日本の年中行事事典』 

・『浮世絵でみる年中行事』 

・『しばわんこの和の行事えほん』ほか 

と き   １月 28日(土)、２月 4 日(土)、２月 18 日(土) 

 すべて 10：00～12：00 

（３回の講座すべてに参加できる方が対象） 

ところ   湖西市立中央図書館 

定 員   ２０名 

申込方法  電話、メールまたは直接中央図書館へ 

申込締切  平成２９年１月２６日（木） 

 

子どもに絵本を読んであげたい、孫と一緒に絵本を楽しみたい、
そんな方を対象に、絵本の読み聞かせ講座を開催します。 
「年代別の本の選び方」や「読み方のポイント」などを、図書館
職員と一緒に学んでみませんか？ 
講座終了後は、「図書館ボランティア」として活動していただく
こともできますので、興味のある方はぜひご参加下さい。 

2017年 大河ドラマの主人公 

井伊直虎とは 

井伊直虎（生年不詳～1582）が今年の大河ドラマの主役です。戦国時代の奥浜名湖井伊谷を舞台に、井伊家発展

の基礎をつくった女城主！…続きはドラマで楽しみましょう。伝説に彩られた彼女ですが、もしかしたら、湖西の

地を馬で駆けることもあったかもしれませんね。図書館では、大河ドラマの特設コーナーを開設しています！ 

（一説 1536年生まれの場合） 

 

豊田佐吉翁生誕 150年 

記念式典 

◆第一部／式典 ・・・10:00～ 

◆第二部／講演会・・・11:00～12:30 

「世界を照らすＬＥＤ」 

講師 

 天野浩氏（2014年ノーベル物理学賞受賞） 

※講演会の参加には整理券が必要です。 

市役所・新居支所・西部公民館で配布 

します。 

長篠の戦い 

武田氏惨敗 

直虎 39歳（1575年） 

この年、直政が家康家来に 

 

 

直虎が生きた時代 「あの人」との年の差は？ 

桶狭間の戦い 
遠江の領主今川氏大敗 

直虎 24歳（1560年） 

 

 

平成２９年２月１１日（土） 
湖西市アメニティプラザ 

参加費 無料（第二部は整理券が必要） 

真田信繁(幸村) 

直虎の 31歳年下 

井伊直政 

直虎の養子 
直虎の 25歳年下 

徳川四天王で美男子 
彦根藩の藩祖 

明応の大地震 
今切ができるきっかけ 

直虎誕生の 38年前 

（1498年） 

本能寺の変 

織田信長死去 
直虎 46歳（1582年） 
２ヵ月後、直虎死去 

 

 

 

入出宇津山城、 
家康方の攻撃で落城 

直虎 33歳（1569年） 

 

） 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9OTteiuzCeA/Vz_xD6nbg8I/AAAAAAAA6vM/Oe0miDho5Z0NEvIGhKh4ZqYD56psuED4ACLcB/s800/kagamiwari_mochi.png
http://4.bp.blogspot.com/-eQHo9pHbmmI/Udy6mloYtYI/AAAAAAAAWJg/B4t2N99HZaY/s800/ehon_hahako.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

◆日時  1 月２３日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 お話し室 

◆内容 

・【小 説】 「だれも知らない」 灰谷健次郎／著 

・【小 説】 「夜の雪」  藤沢周平／著 

・【童 話】 「やまなし」  宮沢賢治／著 

 
※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください 
 

１月のカレンダー ■＝休館日 

☎ 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 

中央図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

 1  2  3  4  5  6  7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

新居図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

 1  2  3  4  5  6  7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

公民館図書室 

日 月 火 水 木 金 土 

 1  2  3  4  5  6  7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

昨年１年間で多く貸し出された本のベスト３です 

【一般書】 

1. 『火花』   又吉直樹 

2. 『ラプラスの魔女』  東野圭吾 

3. 『夢幻花』   東野圭吾 

 

【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. 『あやとり いととり１』 さいとうたま 

２０１６年 人気本ランキング 

 
  新居図書館からのお知らせ 

『日本のほとけさまに甘える』 

大江吉秀／文、田中ひろみ／絵、 

東邦出版 

おすすめ本 

「受験応援学習室」 

下記の期間中、新居図書館１階の小会議室を「受験応
援学習室」として開放しています。是非ご利用くださ
い。 
 

期間：平成２８年１２月２３日（金）～ 

平成２９年３月６日（月） 

席数：１６席 

利用方法：カウンターで申し込み 

 

「はてなブック」  

毎月１日と１５日に、図書館職員おすすめの本が１冊
入った「はてなブック」の貸出をしています。 
どんな本が入っているかは、開けてからのお楽しみ☆ 
 
※「はてなブック」は、本のプレゼントではありません。 

通常貸出と同じで、貸出期間は２週間です。 

初詣には、もう行かれましたか？ いろいろな節目に、

なにかと神仏にお願いすることも多いですが、どういう

神様仏様なのかよくわからずにお願いしている事が、案

外多い気がします。今回おすすめする本は、「受験シー

ズンにお世話になるのは○○さま」「昇進する頃にお世

話になるのは○○さま」など、人生の節目や岐路で頼り

になる 17 仏の特徴や持ち味を紹介するものです。お参

り先を選ぶ時の参考に、また仏像を見る時の豆知識にい

かがでしょうか。 

こんな時、 

頼れる仏さまはだれ？ 

日頃よりたくさんのご利用誠にありがとうございます。今

年も、みなさまに親しまれる図書館をめざし、より一層努め

てまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

館長より新年のご挨拶 
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