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中央図書館 今月の特集 

・『和布で楽しむ 季節のお飾りとこもの』 

・『北欧フィンランドの伝統装飾モビール 

 ヒンメリをつくる』 

・『進化したオリジナル・ハーバリウムのテキスト』 

・『気軽に楽しめる かわいい折り紙アクセサリー』ほか 

新居図書館 今月の特集 

・『お菓子手帖』 

・『にっぽんのおやつ』 

・『昭和のお菓子』 

・『もりのおくのおちゃかいへ』ほか 

◆１２月の統計◆  入館者数 17,280人／ 貸出人数 7,266人／ 貸出冊数 31,170冊 

【日 時】 ３月２日（土） 10：30～11：30 

【場 所】 新居図書館２階 視聴覚室（定員 100 名） 

２月１６日（土）から、中央・新居図書館で整理券を配布します 

  

「貧乏神と福の神」 

「人形芝居ぶんぶく」が 

やってくるよ！ 

0 「やきもち和尚」 演目 演目 

手づくりで彩る わたしのくらし 甘いの大好き！～お菓子が主役の本～ 

英語に触れてみませんか？ 
～英語多読講演会＆体験会～

ブックスタートとは、絵本を通して赤ちゃんと保護者が
触れ合う機会を作る活動です。湖西市では６か月の赤ち
ゃんと保護者を対象に行っています。その活動でボラン
ティアをしてくださる方を募集します。本の楽しさを伝
え、本と子どもの架け橋となり、地域の子育てを応援し
てみませんか。 

【活動内容】赤ちゃんと保護者への絵本の読み聞かせ 

【活動場所】中央図書館または新居図書館 

▼まずはお気軽に事前研修会にご参加ください。 

日時：２月 22 日（金）10：00～12：00 

会場：中央図書館 

内容：ブックスタートの概要説明、現場見学、 

ボランティアとの交流会 

前日までに中央図書館へ申し込み（窓口･電話･メール） 

ブックスタートボランティアを募集します！ 

檀家の法事で大きなお餅を二つもらった

和尚さん。小僧さんに内緒でこっそり食べ

ようとしますが… 

ある村にまじめな夫婦がいました。一生懸命働いても、どういう

訳か貧乏暮らし。それもそのはず、貧乏神が住み着いていたので

す。しかし、ある日もうすぐ夫婦の家に福の神がやってくること

になり、「イヤじゃ、イヤじゃ～」と大声で泣く貧乏神。 

はてさて福の神によって夫婦の暮らしは楽になるのでしょう

か？そして貧乏神の運命は…？ 

楽しく英語力を身につける「英語多読」。簡単な

英語の本をたくさん読むことで、少しずつ英語を

読む力がついてきます。英語多読についての講演

会と、やさしい英語の本に触れる体験会を行いま

す。お気軽にご参加ください♪ 

日時：３月２日（土）13：30～15：30 

会場：中央図書館 

講師：豊田高専 西澤一 教授 

定員：70名（要予約） 

２月 16日（土）から受付開始 
（窓口・電話・メールで中央図書館へ） 

http://3.bp.blogspot.com/-wH-hVAtdkgI/VJ6Xpsowu3I/AAAAAAAAqOQ/QLqRUbYcTRc/s800/ningyougeki.png
https://3.bp.blogspot.com/-Ngsee0MuMgU/WwJbcWMtKuI/AAAAAAABMSw/CZrBfEB3K_UTPW5ChAOYpT24V_fJYEqmACLcBGAs/s800/tsumehoudai_okashi.png
https://4.bp.blogspot.com/-V1cQm8XPdfg/UO_3b8WHrwI/AAAAAAAAKtQ/5G-5GKT4xS0/s1600/english_book_girl.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

２月のカレンダー 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

■＝休館日 

◆日時  ２月２２日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 お話し室 

◆内容 

・「冬休みにあった人」 岸田今日子／著 

・「遠眼鏡の海」  山下明生／著 

・「松山鏡」   古典落語より 

 

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください 

☎ 053-576-4351 

開館時間 9:30～18:30 

☎ 053-594-3155 

開館時間 9:30～18:30 

国立国会図書館の 

デジタル化資料が閲覧できます 

西部地域ｾﾝﾀｰ ：☎ 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   

 

西部図書室・北部図書ｺｰﾅｰ 

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   

 

NHK にて綾瀬はるかさん主演でド

ラマ化された「精霊の守り人」、「守り

人」シリーズの外伝が 6 年ぶりに出

版されました。 

「天と地の守り人」後のバルサと、少

女時代のバルサの旅が交錯します。バ

ルサのファンはもちろん、シリーズを

まだ読んだ事のない方も楽しめる一冊

です。 

初めての方も、久々で忘れてしまっ

た方も、この機会にシリーズ最初から

読んでみるのはいかがでしょうか。 

『風と行く者』 
上橋菜穂子／作  

偕成社 

おすすめ本 

バルサ再び！「守り人」シリーズ外伝 

●明るい選挙啓発ポスターコンクール 

 湖西市入選作品の展示 

 ２/15(金)～22(金)  中央図書館１階ロビー 

 ２/22(金)～３/１(金) 新居図書館玄関ロビー 

●統計グラフコンクール作品展 

 ２/15(金)～22(金)  新居図書館玄関ロビー 

 ２/22(金)～３/１(金) 中央図書館１階ロビー 

 ※休館日は除きます 

 

展示のお知らせ 

図書館ウェブサイトから資料検索ページで 

資料を検索し、「地図」をクリックすると、

館内検索機と同様に資料の所在地を見る 

ことができます（地図は貸出できる資料のみ表示され

ます）。スマートフォンを見ながら、ご自身で資料を探

すこともできて便利です♪ぜひご活用ください。 

 

 

平成 31年 1月 16 日から、国立国会図書館の 

「図書館向けデジタル化資料送信サービス」をご利用

頂けるようになりました。利用方法など、詳しくは 

カウンターまでお問い合わせください。 

新春イベント報告 

1 月 5 日(土)、 12 日(土)

に中央図書館で新春イベ

ントを行いました。カルタ

大会や図書館ボランティ

アによる人形劇、高校生の

書道パフォーマンスなど 

がありました。1 月 12 日(土)～14 日(月)には、新居

図書館で「昔の遊びを楽しもう！」があり、ブンブン

ごまを作ったり、紙相撲やすごろくで対決したり、子

どもから大人まで楽しんで遊んでもらえました。多く

の方に来館していただき、ありがとうございました。 
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