湖西市立図書館だより

令和２年

１月 ５日 発行

よむぞう通信
★2020 年は何があるの？
2020 年の干支は十干が庚（かのえ）で、十二支
が子（ねずみ）の庚子（かのえね）です。「庚」は「更」
と同意語で、草木が成熟し固決し新しく芽吹く準備
ができた状態を示し、「子」は種の中に新しい生命
の兆しがめざめる状態を示しています。今年は変革
や新たな試みが始まる年かもしれませんね。

2020 年の
スタートです！
本年も
よろしくお願い
しまチュー♪
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★12 年前はどんな年？
◆2008 年のできごと
・福田首相辞任、麻生内閣発足
・バラク・オバマ黒人初の大統領になる
・日本史上最多 4 人のノーベル賞受賞
・リーマンショック発生
・秋葉原通り魔事件、中国餃子中毒事件
・北京オリンピック、パラリンピック開催

◆2008 年の新語・流行語大賞
・グ～！（エド・はるみ）
・アラフォー（天海祐希）

◆今年の予定 （一部）
1/1

サッカー天皇杯の決勝戦が新国立競技場で
開催
2/23 令和初の天皇誕生日
3/26 オリンピック聖火リレー福島スタート
4/19 立皇嗣の礼
6/24 湖西市にてオリンピック聖火リレー開催
7/24～8/9 東京オリンピック開催
8/25～9/6 東京パラリンピック開催
12/31 「嵐」活動休止
など

◆2008 年の漢字

「変」

◆2008 年のベストセラー
・ハリーポッターと死の秘宝/J.K ﾛｰﾘﾝｸﾞ・作
・夢をかなえるゾウ/水野敬也・著
・Ｂ型自分の説明書/Jamais Jamais・著
（Ａ型、Ｏ型、ＡＢ型）
・ホームレス中学生/田村 裕・著
・女性の品格/坂東眞理子・著
など

館長より新年のご挨拶
幼稚園や保育園、学校で読み聞かせをしてみたい、お孫さん
と一緒に絵本を楽しみたいなど、絵本の読み聞かせにチャレン
ジしたいと考えている方を対象に、絵本の読み聞かせ入門講座
を開催します。「絵本の選び方」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？

と

き

ところ

2 月 7 日(金)、２月 14 日(金)、２月 21 日(金)
10：00～12：00
（３回の講座すべてに参加できる方が対象）
湖西市立中央図書館

定

20 名程度

員

申込方法

電話、メールまたは直接、中央図書館へ

申込締切

令和２年 2 月 2 日（日）

新年明けましておめでとうございま
す。日頃より皆様にご利用いただき誠に
ありがとうございます。昨年は、中央図
書館の外壁改修工事があり、利用者の皆
様にはご不便・ご迷惑をおかけしました。
また運営面では、英語多読のすばらしさ
を知ってもらうため、専用のコーナーを
設け、資料の収集や講演会の開催など、
サービスの充実に努めてまいりました。
図書館運営ではまだまだ改善していく点
があると感じています。今後もみなさま
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。

新居図書館

中央図書館 今月の特集

まだまだ続くよ～寒い冬
・『コートを縫おう。
』
・『あったかおかゆ』
・『とうがらしマニアックス』
・『スープ日乗』ほか

今月の特集

とっておきのスイーツレシピ
・『はじめてのスポンジ菓子』
・『作ってあげたいやさしい手作りお菓子』
・『板チョコ 1 枚から作るかわいいチョコレート
のお菓子』ほか

◆１１月の統計◆

入館者数 18,492 人／

貸出人数 7,741 人／

貸出冊数 31,737 冊

２０１９年 人気本ランキング

第８回

静岡書店大賞 発表！
昨年１年間で多く貸し出された本のベスト５です

令和元年１２月３日(火)、静岡書店大賞が発表されま
した。静岡書店大賞とは、静岡県内の書店員と図書館
員が読んでもらいたい本を投票することで決まる賞
です。受賞作品はすべて図書館で所蔵していますの
で、ぜひ読んでみてくださいね。

【一般書】
1. 『魔力の胎動』
2. 『マスカレード・ナイト』
3. 『蜜蜂と遠雷』
4. 『マスカレード・ホテル』
5. 『未来』

【小説部門】

『月まで三キロ』伊与原 新（新潮社）
【児童書・新作部門】

東野圭吾
東野圭吾
恩田 陸
東野圭吾
湊かなえ

【児童書】※学校の必読図書は除く
1. 『海のサバイバル』
洪 在徹
2. 『洞窟のサバイバル』
洪 在徹
3. 『山のサバイバル』
洪 在徹
4. 『地震のサバイバル』
洪 在徹
5. 『かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん』
原ゆたか

『ころべばいいのに』
ヨシタケシンスケ（ブロンズ新社）
【児童書・名作部門】

『わたしのワンピース』
にしまき かやこ（こぐま社）
【映画化したい文庫部門】

『この冬、いなくなる君へ』
いぬじゅん（ポプラ社）
おすすめ本
朗読グループ「はなしずく」による

『シルバー川柳 9
-ブログよりコンロ炎上気をつける-』

大人のための朗読会
◆日時

１月２４日（金）14:00～15:00

◆場所

中央図書館２階 お話し室

全国有料老人ホーム協会編、
ポプラ社編集部編、ポプラ社
新しい年が始まりました。気持ちを新たに頑張っていきたい
ですね。しかし、何をするにもまずは健康第一。食事や睡眠、
適度な運動に気を遣うことはもちろんですが、もっと手軽に
楽しくできる健康法として“笑うこと”があります。笑いに
は、免疫を高める効果やストレス発散の効果があるといわれ、
科学的にも証明されているようです。そこで、今回は思わず
クスッと笑ってしまう本「シルバー川柳」を紹介したいと思
います。
“シルバー世代の暮らしぶりや思いをリアルに伝えた
い”として誕生したこのシリーズも 9 作目となりました。今
回も「あるある」と共感してしまう作品が満載です。読んで
元気に！笑って一年を始めましょう！

◆内容
ししおど

・
「鹿踊りのはじまり」

宮沢賢治／著

じゅうじ

・
「十時」

乃南アサ／著

も きち

・
「茂吉のねこ」

松谷みよ子／著

※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

