
31 火 火曜日　休館

26 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

27 金 蔵書点検休館

28 土 よっといでたいむ

29 日 ビブリオバトルｉｎＫＯＮＡＮ

30 月 月曜日　休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

22 日 おはなしの森

23 月 月曜日　休館

20 金 よっといでたいむ

21 土 ちっちゃなかぜおはなし会

18 水 水曜日　休館

19 木

16 月 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

14 土

15 日

12 木

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

3 火 年始休館 年始休館

8 日 きじっこおはなし会

9 月 祝日　休館 月曜日　休館

6 金 ちっちゃなかぜおはなし会

7 土 親子プレイステーション

石　　部 甲　　西

1 日 年始休館 年始休館

4 水 年始休館 年始休館

5 木

2 月 年始休館 年始休館

「図書館だより」 2017年1月 
石部図書館 ０７４８（７７）６２５２ 

     湖南市石部中央１－２－３ 

甲西図書館 ０７４８（７２）５５５０ 

     湖南市中央５－５０ 

  

  

  

  

  

  

  

湖南市立図書館 

展示（甲西図書館） 

   第12回セントジョンズ市・湖南市児童

生徒絵画展 
湖南市とアメリカ・ミシガン州セントジョンズ市

の子どもたちが描いた絵を展示します。 

【期間】 1月14日（土）～2月5日（日） 

【場所】 ２階 展示コーナー 

 
 

 

休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

 行事・催し物 

  第8回「知的書評合戦ビブリオバトル  

        ｉｎ ＫＯＮＡＮ」 

あなたのオススメの本を５分で紹介してください。どの

本が読みたくなったか投票しましょう。紹介者としての

出場、観客としての参加どちらもできます。 

【日時】   1月29日（日） 

                     午後1時30分～3時 

【場所】   ２階 視聴覚室 

【申込方法】 両図書館のカウンターおよび電話 

 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

  リサイクル本コーナーを設置します 

リサイクル本をいつでもお持ち帰りいただけるように

常設コーナーをつくります。ぜひご利用ください。 
 

【日時】 １月21日（土）から 

【場所】 甲西、石部図書館 玄関付近 

  

 ※開館時間中はご自由にお持ち帰りいただけます。 

 ※雑誌はありません。 

 ※営利目的の人はお断りします。 

 ※お譲りした本の返品はご遠慮ください。 

 ※取り置きの依頼はお受けできません。 

 ※お持ち帰り用の袋は、ご持参ください。 
 
 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

  休館のお知らせ 

石部図書館は、蔵書点検のため、１月27日（金）は休館します。 

休館期間中の本の返却はブックポスト（市立図書館以外の本や、ＣＤ

など壊れやすいものを除く）または甲西図書館、移動図書館車「マツゾ

ウくん」、各まちづくりセンター・サンヒルズ甲西へお願いします。 
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22

三雲小学校 20（金）13:00～13:30

石部小学校 12（木）13:05～13:30

27（金）14:00～14:30三雲東小学校 菩提寺こども園南園舎

12（木）14:00～14:30

20（金）14:00～14:30

18（水）14:10～14:30

18（水）15:30～16:00

27（金）15:00～15:30

13（金）13:05～13:30

11（水）12:55～13:35

場　　所 場　所日　時

20（金）14:30～15:00

日　時

25（水）12:55～13:25

岩根東農業集落センター前 菩提寺北小学校

妙感寺多目的集会所前 菩提寺小学校19（木）14:00～14:30

25（水）14:00～14:30

27（金）13:05～13:35

18（水）13:00～13:40

三雲ふれあいセンター駐車場 岩根小学校

サンヒルズ甲西駐車場

フレンドマート第２駐車場 水戸小学校

北山台自治会館前 下田小学校

石部南幼稚園11（水）14:00～14:30

19（木）12:55～13:25

中山生協集会所予定地 阿星保育園

下田まちづくりセンター前 三雲保育園13（金）14:00～14:30

13（金）15:00～15:30

移動図書館車マツゾウくん 1月の巡回予定 

  
 

８日（日）きじっこおはなし会 

  午前１１時～正午（幼児～小学生向） 

  グループ「ピッコロロ」による、絵本の読み聞かせなど 

のおはなしの時間。 

２０日（金）よっといでたいむ 

  午前１１時～１１時２０分（乳幼児と保護者向） 

図書館員による、おひざにだっこのおはなし会。 

絵本の読み聞かせや紙芝居など。 

２８日（土）よっといでたいむ 

  午後４時～４時３０分（幼児～小学生向） 

図書館員による、絵本の読み聞かせや紙芝居など。 

         

  
 

６日（金）ちっちゃなかぜおはなし会 

  午前１１時～１１時３０分（乳幼児と保護者向） 

グループ「ちっちゃなかぜ」による、おひざにだっこの   

おはなし会。絵本の読み聞かせや手遊びなど。 

２１日（土）ちっちゃなかぜおはなし会 

  午後２時００分～２時２０分（４歳以上の幼児向） 

  午後２時３０分～３時（小学生向） 

グループ「ちっちゃなかぜ」による、おはなしと絵本の楽しい

時間。 

２２日（日）おはなしの森 午後３時～３時３０分 

（幼児から小学生向） 

  図書館員による、絵本の読み聞かせや紙芝居などの時間。 

  

甲西図書館 

  

  

1月のおはなしかい 石部図書館 

湖南市立図書館ホームページで、 

両図書館の蔵書が見られます。 

◎パソコンから（暗号化あり）   
http://lib.edu-konan.jp             

◎携帯電話から（暗号化あり） 
http://lib.edu-konan.jp/opw/IMD/IMDMAIN.CSP 

◎携帯電話から(暗号化なし)  
http://lib.edu-konan.jp/imd/IMD/IMDMAIN.CSP 

※移動図書館車で借りた本は、両図書館、各まちづくりセンターおよび市民学習交流センターでも返却できます。 

※借りた本や、移動図書館車についてのお問い合わせは甲西図書館へお願いします。 

※悪天候などで運休になる場合もあります。 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

   

   
 
 



新着図書から

書名 著者名 出版者 請求記号

　　人文科学・社会科学
怪書探訪 古書山たかし／著 東洋経済新報社 024.8/ｶ
「ひとり」の哲学 山折哲雄／著 新潮社 182.1/ﾋ
通商国家カルタゴ 栗田伸子・佐藤育子／著 講談社 209.3/ﾂ
江戸を愛して愛されて 杉浦日向子／著 河出書房新社 210.5/ｴ
東海道石部宿ポケットガイドブック 石部学区まちづくり協議会／編 石部学区まちづくり協議会 S216.1/11

＊ 図説ウィーンの歴史 増谷英樹／著 河出書房新社 234.6/ﾏ
日本史兄弟対決 後藤寿一／著 柏書房 281.0/ﾆﾎ
探検家、40歳の事情 角幡唯介／著 文藝春秋 290.9/ﾀ

＊ 人情ヨーロッパ たかのてるこ／文&写真 ダイヤモンド・ビッグ社 293.0/ﾀ
古市くん、社会学を学び直しなさい!! 古市憲寿／著 光文社 361.0/ﾌ
フランスはどう少子化を克服したか 高崎順子／著 新潮社 364/ﾌ
無葬社会　彷徨う遺体 変わる仏教 鵜飼秀徳／著 日経BP社 367.7/ﾑ
サイのものがたり　白川静の絵本 白川静／著 金子都美絵／編・画 平凡社 821.2/ｻ

　　政治・経済
反・民主主義論 佐伯啓思／著 新潮社 304/ﾊ
毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代 三浦展／著 光文社 304/ﾏ
「アウンサンスーチー政権」のミャンマー 永井浩・田辺寿夫・根本敬／編著 明石書店 312.2/ｱ
フランス人ジハーディスト　彼らはなぜイスラム聖戦士になったのか ダヴィッド・トムソン／著 緑風出版 316.4/ﾌ
経済学のすすめ 佐和隆光／著 岩波書店 331/ｹ

＊ 北京レポート 大越匡洋／著 日本経済新聞出版社 332.2/ｵ
不平等をめぐる戦争 上村雄彦／著 集英社 333.8/ﾌ
移民の経済学 ベンジャミン・パウエル／編 東洋経済新報社 334.4/ｲ
これ、いったいどうやったら売れるんですか? 永井孝尚／著 SBクリエイティブ 675/ｺ

＊ なぜ、日本人は考えずにモノを買いたいのか? 野村総合研究所／ほか著 東洋経済新報社 675/ﾅ

　　科学・医学・工学
見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野興一／ほか編著 ベレ出版 406.9/ﾐ
数学ガールの秘密ノート　やさしい統計 結城浩／著 SBクリエイティブ 410.4/ｽ
面白くて眠れなくなる天文学 縣秀彦／著 PHPエディターズ・グループ 440.4/ｵ
私たちは宇宙から見られている? ポール・マーディン／著 日本評論社 440/ﾜ

＊ 雪と氷の疑問60 日本雪氷学会／ほか編 成山堂書店 451.6/ﾕ
3.11の想定外のM9以降、見直しを迫られる地震研究の最前線 ニュートンプレス 453/ｻ
クモの糸でバイオリン 大崎茂芳／著 岩波書店 485.7/ｸ
ネコがこんなにかわいくなった理由 黒瀬奈緒子／著 PHP研究所 489.5/ﾈ
乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部／著 毎日新聞出版 495.4/ﾆ
図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会／ほか監修 マイナビ出版 625.0/ｽﾞ
ききりんご紀行 谷村志穂／著 集英社 625.2/ｷ

＊ 旅客機を見れば世界が分かる チャーリイ古庄／著 イカロス出版 687.2/ﾁ

　　芸術・スポーツ
ニセモノ図鑑 西谷大／編著 河出書房新社 702.1/ﾆ
繪本歌を訪ねて 安野光雅／著 講談社 726.5/ｴ
えんとつ町のプペル にしのあきひろ／著 幻冬舎 726.5/ｴ
心は天につながっている 金澤翔子／書 金澤泰子／文 PHP研究所 728.2/ｶﾅ

＊ 澤田教一 故郷と戦場 澤田教一／著 羽鳥書店 748/ｻ
役者人生、泣き笑い 西田敏行／著 河出書房新社 778.2/ﾆｼ

＊ 発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原類／著 KADOKAWA 779.9/ｸ
スポーツのちから 松橋崇史・金子郁容・村林裕／著 慶應義塾大学出版会 780.2/ｽ
期待はずれのドラフト1位 元永知宏／著 岩波書店 783.7/ｷ
プロ棋士という仕事 青野照市／著 創元社 796/ﾌﾟ

１１月に図書館に新しく入った本の中から一部を紹介します。これ以外にも、こんな本が読みたい、こんな本を探
しているといったときは、お気軽に職員におたずねください。貸出中のこともありますので、予約していただくと確
実に借りられます。図書館にない本でも、購入したり、他の図書館から借り受ける等して、ご要望におこたえしま
す。　(＊印は、石部図書館のみにある本です。）  図書館ホームページでは、「新着案内」で、新しく入った本が
随時ご覧いただけます。



　　日本文学
児童文学論 リリアン・H.スミス／著 岩波書店 909/ｼﾞ
クランクイン 相場英雄／著 双葉社 F/ｱｲ
絶対正義 秋吉理香子／著 幻冬舎 F/ｱｷ
アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ／著 朝日新聞出版 F/ｱｻ
天子蒙塵 第1巻 浅田次郎／著 講談社 F/ｱｻ
越後・八海山殺人事件 梓林太郎／著 光文社 F/ｱｽﾞ
Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野晶午／著 KADOKAWA F/ｳﾀ
闇の平蔵 逢坂剛／著 文藝春秋 F/ｵｳ
我ら荒野の七重奏(セプテット) 加納朋子／著 集英社 F/ｶﾉ
四月になれば彼女は 川村元気／著 文藝春秋 F/ｶﾜ
虚実(うそまこと)妖怪百物語 序破急 京極夏彦／著 KADOKAWA F/ｷｮ
老乱 久坂部羊／著 朝日新聞出版 F/ｸｻ
浜の甚兵衛 熊谷達也／著 講談社 F/ｸﾏ
国家とハイエナ 黒木亮／著 幻冬舎 F/ｸﾛ

＊ 翼をください こかじさら／著 双葉社 913.6/ｺｶ
みやこさわぎ 西條奈加／著 東京創元社 F/ｻｲ
人間の煩悩 佐藤愛子／著 幻冬舎 F/ｻﾄ
幸せのプチ 朱川湊人／著 日本経済新聞出版社 F/ｼｭ
クラッシュマン 柴田哲孝／著 双葉社 F/ｼﾊﾞ
脇坂副署長の長い一日 真保裕一／著 集英社 F/ｼﾝ
黒い巨塔 瀬木比呂志／著 講談社 F/ｾｷﾞ
人は皆、土に還る 曽野綾子／著 祥伝社 F/ｿﾉ
おね 上下 田渕久美子／著 NHK出版 F/ﾀﾌﾞ
あなたのいない記憶 辻堂ゆめ／著 宝島社 F/ﾂｼﾞ
メビウス1974 堂場瞬一／著 河出書房新社 F/ﾄﾞｳ
まさか逆さま 中村航・フジモトマサル／著 キノブックス F/ﾅｶ
君はレフティ 額賀澪／著 小学館 F/ﾇｶ
壁の男 貫井徳郎／著 文藝春秋 F/ﾇｸ
比(なら)ぶ者なき 馳星周／著 中央公論新社 F/ﾊｾ
コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介／著 講談社 F/ﾊﾀﾞ
名もなき風たち はらだみずき／著 KADOKAWA F/ﾊﾗ
リーチ先生 原田マハ／著 集英社 F/ﾊﾗ
恋のゴンドラ 東野圭吾／著 実業之日本社 F/ﾋｶﾞ
地鳴き、小鳥みたいな 保坂和志／著 講談社 F/ﾎｻ
紙の城 本城雅人／著 講談社 F/ﾎﾝ
漂う子 丸山正樹／著 河出書房新社 F/ﾏﾙ
おばさんの金棒 室井滋／著 毎日新聞出版 F/ﾑﾛ
夜行 森見登美彦／著 小学館 F/ﾓﾘ
慈雨 柚月裕子／著 集英社 F/ﾕｽﾞ

＊ ママの人生 和田裕美／著 ポプラ社 913.6/ﾜﾀﾞ
狂うひと　「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯久美子／著 新潮社 L/ｼﾏ
記憶をつなぐラブレター 城戸真亜子／著 朝日出版社 916/ｷﾄﾞ

　　外国文学
アメリカーナ C.N.アディーチェ／著 河出書房新社 933/ｱﾃﾞ
棺の女 リサ・ガードナー／著 小学館 B933/ｶﾞﾄﾞ
米露開戦 1～4 T.クランシー・M.グリーニー／著 新潮社 B933/ｸﾗ
わかっていただけますかねえ ジム・シェパード／著 白水社 933/ｼｪ
煽動者 ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933/ﾃﾞｨ
ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン ピーター・トライアス／著 早川書房 933/ﾋﾟﾀ
地上侵攻軍を撃破せよ 上下 デイル・ブラウン／著 扶桑社 B933/ﾌﾞﾗ

＊ 万華鏡 レイ・ブラッドベリ／著 東京創元社 B933/ﾌﾞ
きみがぼくを見つける サラ・ボーム／著 ポプラ社 933/ﾎﾞﾑ
ジュリエット アリス・マンロー／著 新潮社 933/ﾏﾝ
ダーウィンの警告 上下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 B933/ﾛﾘ
タイムボックス アンドリ・S.マグナソン／著 NHK出版 949.5/ｱﾝ

＊ 幸せなひとりぼっち フレドリック・バックマン／著 早川書房 B949.8/ﾊﾞ
流砂 ヘニング・マンケル／著 東京創元社 949.8/ﾏﾝ
天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 949.8/ﾖﾅ
傷だらけのカミーユ ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 B953/ﾙﾒ


