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中央図書館 今月の特集 新居図書館 今月の特集 

利用者の方からご要望の多かった自動販売機を設置し
ました。場所は玄関を入ったところの飲食コーナーにあ
ります。館内での飲食はできませんので、飲食コーナー
でのご利用をお願いします。 

・『白狐魔記』 

・『コンビニたそがれ堂』 

・『鹿の王』 

・『シロガラス』ほか 

ファンタジーの世界へ 

ただいま、北部多目的センター図

書室は蔵書整理のため、閉鎖してお

ります（本の返却、予約本の貸出は

行います）。 

２月中旬頃に開館します 

ので、今しばらくお待ちく 

ださい。 

手づくりスイーツ 

北部多目的センター図書室 

をリニューアル中です！ 

 

【日 時】 ３月４日（土） １０：３０～１１：３０ 

【場 所】 湖西市立新居図書館２階 視聴覚室（定員１００名） 

【演 目】  

 

 

 

 

 

 

※２月１８日（土）から、中央・新居図書館で整理券を配布します 

・『あったかスイーツ』 

・『はじめて作る和菓子のいろは』 

・『とっておきの日に作ってあげたいキャラケーキ』 

・『かわいくておいしい！スイーツレシピ』ほか 

 
「人形劇団ばんび」が 

今年もやってくるよ！ 

館
内 

0 「屁こきじいさん」 

昼寝をしていたじいさんの口に小鳥が飛び

込んで、じいさん思わず飲んじゃった。小鳥

はあっという間に腹の中。たまらず一発やら

かした。ぶぅーっと出るかと思いきや、じい

さんの屁は小鳥の声になっていた。 

 

◆１２月の統計◆  入館者数 17,074人／ 貸出人数 6,918人／ 貸出冊数 30,800冊 

「もういくつねると」 

今日は大晦日。年神さまは村の人に“年札”を配らなけれ

ばならないため大忙しです。昔はお正月が来ると一つ年を

取るのが決まりでした。年神さまは村の人たちの顔を一人

一人思い浮かべながらお札の準備をしています。みんな喜

んで受け取ってくれますが、１軒だけ歓迎されない家があ

って…。 

玄関 

ココ！ 

http://3.bp.blogspot.com/-wH-hVAtdkgI/VJ6Xpsowu3I/AAAAAAAAqOQ/QLqRUbYcTRc/s800/ningyougeki.png
http://3.bp.blogspot.com/-iPfJwGhb55I/UzKmfaavMtI/AAAAAAAAejw/6wdFKEJTlGk/s800/cooking_awadate.png
http://2.bp.blogspot.com/-gYxXcdVWTM4/UZ2U-HOwGeI/AAAAAAAATrc/nLgSS2XpbIA/s800/job_supermarket_tencho_sorry.png
http://2.bp.blogspot.com/-kizu0WPhCMo/Udy6wK2q_8I/AAAAAAAAWMg/xOtxuv90LsI/s800/icon_finger.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

◆日時  ２月２４日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 お話し室 

◆内容 

・【随 筆】 「字のない葉書」  向田邦子／著 

・【小 説】 「桃花片
とうかへん

」  岡野薫子／著 

・【小 説】 「菅笠
すげがさ

」   山本周五郎／著 

 
※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください 
 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

『感染症キャラクター図鑑』 

岡田晴恵／監修、日本図書センター 

おすすめ本 

冬になると流行するインフルエンザやノロウィルス

などは感染症の一種です。感染症は、うつる病気なので、

自分がかからないように予防をしたり、人にうつさない

ように気を付けたりする必要があります。 

おすすめ本は、家族みんなで体を守るために、病気に

かからないための予防法や治療法など、病原体をかわい

いキャラクターにしてわかりやすく解説しています。感

染症に対する知識をつけて、寒い冬をのりきりましょ

う！ 

２月のカレンダー ■＝休館日 

感染症に気を付けて！ 

豊田佐吉生誕１５０年！ 

２月 14日に生誕 150周年を迎える豊田佐吉。こ

の機会に豊田佐吉の功績を振り返りましょう。 

佐吉は、慶応 3 年（1867 年）2 月 14 日、遠江

国敷知郡山口村（現在の静岡県湖西市山口）に生まれ

ました。その当時の織機は原始的で、一反の木綿を仕

上げるのに多くの時間と労力がかかりました。そこ

で、この手機の改良を始めた佐吉は幾多の困難を克服

し、明治 23年（1890年）、ついに最初の発明「豊

田式木製人力織機」を完成させました（佐吉 23歳）。 

その後も佐吉は研究を続け、その発明及び実用新案

は 119件にものぼりました。 

11月に図書館で募集した「わがまち湖西 一文字

大賞」では、「豊田佐吉翁生誕 150 周年」であるこ

とと、「豊かな湖西の発展を願って」、『豊』の字が大

賞に選ばれました。 

☎ 053-576-4351 

開館時間 9:30～18:30 

☎ 053-594-3155 

開館時間 9:30～18:30 

【芥川賞】 『しんせかい』 山下澄人 

【直木賞】 『蜂蜜と遠雷』 恩田陸 

 

 

 

『i』            西加奈子 

『暗幕のゲルニカ』      原田マハ 

『桜風堂ものがたり』     村山早紀 

『コーヒーが冷めないうちに』 川口俊和 

『コンビニ人間』       村田沙耶香 

『ツバキ文具店』       小川糸 

『罪の声』          塩田武士 

『みかづき』         森絵都 

『蜜蜂と遠雷』        恩田陸 

『夜行』           森見登美彦 

 
大賞作品は４月に発表予定です。ノミネートされ 

た作品は、すべて図書館に所蔵しています。 

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     

 

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     

 

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     

 

 

○佐吉の日めくりカレンダー 

○佐吉の酒 

○佐吉のふるさと銘菓    など 

 

湖西市には、豊田佐吉に 

関するグッズがたくさんありますよ！ 

http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png

