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中央図書館 今月の特集 

 

図書館で 「おはなし会」 開催中！ 

図書館で毎月開催されているおはなし会を 

7月より再開しています。 

 ・読み手のマスク、フェイスシールドの着用 

 ・入場の際の手指の消毒 

 ・ソーシャルディスタンスの確保 

 ・部屋の換気 

 ・使用前後の部屋の清拭  など 

職員一同、感染対策に気をつけて 

開催しています。ぜひご来館くだ 

さい。 

おはなし会の日程は各館のイベント 

情報をご参照ください。 

新居図書館 今月の特集 

・『おいしく見せる 盛りつけの基本』 

・『喜ばれるおせち料理とごちそうレシピ』 

・『毎日食べたくなる絶品鍋』ほか 

みなさんは図書館に雑誌が置いてあることをご存じでしょうか？

雑誌コーナーには、生活やスポーツ、旅行、経済など、さまざまな

ジャンルの雑誌が置いてあります。最新号は館内のみの閲覧とな

りますが、バックナンバーであれば貸し出しが可能です。湖西市

立図書館では、中央・新居と合わせて約 100誌所蔵しています。

どんな雑誌があるのか、これから定期的に紹介していきたいと思

います。 ジャンル：映画雑誌 

内容：新作・話題作の特集や、監督・ 

 俳優へのインタビュー、作品 

 批評など、情報満載の映画雑 

 誌。 

所蔵：中央図書館 

冬のごちそうレシピ 

◆９月の統計◆  入館者数 12,422人／ 貸出人数 6,144人／ 貸出冊数 25,392冊 

 

魅力あふれる日本の伝統文化 

・『野村万蔵の狂言へござれ』 

・『点前の準備』 

・『子どもの着物大全』ほか 

意外と知らない!? 

11 月は「こさいパープルリボン･プロジェクト月

間」です。『パープルリボン･プロジェクト』とは、ド

メスティック･バイオレンス（ＤＶ）をはじめ、夫婦、

親子、恋人間の暴力や虐待に関心を呼び起こすとと

もに、暴力の下に身を置いている人々に勇気を与え

ようとの願いから、アメリカで始まった国際的な草

の根運動です。誰にでも起こりうる、身近なところに

潜むＤＶの問題に関心を持つ人が増えれば、暴力を

許さない、誰もが安心して暮らせる社会につながり

ます。図書館では、関連図書の紹介をしていますの

で、是非この機会にＤＶとは何かを知り、理解を深め

ていきましょう。 

パープルリボン・ 
プロジェクト 

今回はコレ！ 『キネマ旬報』 

 キネマ旬報社 

雑誌 PICK UP！ 

図書館の雑誌コーナー 紹介します！ 

入口 

中庭 

カウンター 

新刊コーナー CD 
DVD 

入口 

カウンター 

【中央図書館・雑誌コーナー】 【新居図書館・雑誌コーナー】 

児童新着 検索機 

最新号（11 月上旬号）の特集： 

「罪の声」「ストレイ・ドッグ」 ほか 

 

https://1.bp.blogspot.com/-vkrRXnEFHlI/XTPoAuN4kxI/AAAAAAABTvQ/GBLCILWFgucrx-I5DEFWkBb2orXHHi7VgCLcBGAs/s800/computer_cursor_finger_white.png
https://3.bp.blogspot.com/-VQWxlgpnAbE/UgsvFs5PEgI/AAAAAAAAXPc/hsEx4V1bA1k/s800/japan_kabuki.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

◆日時  １１月２７日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 視聴覚室 

◆内容 

・「鵠
くげ

沼
ぬま

行」   志賀直哉／著 

・「カレーライス」  重松 清／著 

・「毒もみのすきな署長さん」 

    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 

 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

１１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 

展示のお知らせ 

●少年消防クラブ 防火ポスター展示 

11/10(火)～17(火) 中央図書館１階ロビー 

●小中学生の税に関する作品展 

11/10(火)～19(木) 中央図書館１階ロビー 

※休館日は除きます 

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      

 

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      

 

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 

29 30      

 

あったかミルクティーでほっと一息♫ 

おすすめ本 

『おいしいイングリッシュ･ 

 ミルクティーの秘密』 

 田宮緑子／著 
 世界文化社 

 だんだん空気が冷たくなってきて、温かい飲み物が恋しくな

り始めた今日このごろ。みなさんは 11 月 1 日が、日本紅茶協

会によって定められた「紅茶の日」だとご存じですか？紅茶とい

えば、ペットボトルや紙パックのものを飲むことも多いですが、

おうち時間に「紅茶の国」イギリスの伝統的なミルクティーに挑

戦してみるのはいかがでしょう。道具の使い方・お茶の淹れ方の

コツを意識するだけで、自宅でもおいしいイングリッシュ・ミル

クティーが楽しめます。ティーバッグでの淹れ方はもちろん、道

具や茶葉選びからこだわってみたい方にも、おすすめの一冊で

す。砂糖とミルクをたっぷり入れた「キャラメル色のミルクティ

ー」で、しあわせなティータイムを楽しみましょう！ 

・邦画  『キングダム』、『こんな夜更けにバナナかよ』 

     『家康、江戸を建てる』、『泣くな赤鬼』 

・洋画  『グリーンブック』、『アリー スター誕生』 

 『インターステラー』、『ボブという名の猫』 

・アニメ 『はたらく細胞 1～2』、『ペット２』 

・文化教養『ユマニチュード 優しさを伝えるケア技術』 

       ほか 

新着ＣＤ  

新着ＤＶＤ 

・邦楽 『ニュートンの林檎』 椎名林檎/歌 

 『CONTRALTO』  中島みゆき/歌 

 『昭和の演歌大ヒット～矢切の渡し～』 

   細川たかしほか/歌 

・洋楽 『GRAMMY ノミニーズ 2020』 

   ビリー・アイリッシュほか/歌 

・児童 『クリスマス・ソングズ ベスト オブ ベスト』 

『NHK「おかあさんといっしょ」スペシャル 60 

  セレクション』 

       ほか 

★図書館からのお願い★ 

図書館で所蔵している視聴覚資料は、著作権の利用許 

可を得た資料の為、市販されているものより高額です。 

お取扱いにはくれぐれもご注意ください。 

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

