
石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土 親子プレイステーション

5 日

2 木

3 金 ちっちゃなかぜおはなし会

8 水 水曜日　休館

9 木

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

12 日 きじっこおはなし会

13 月

10 金

11 土

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

20 月

月曜日　休館

21 火 火曜日　休館

18 土 ちっちゃなかぜおはなし会

19 日

月曜日　休館

16 木

17 金 よっといでたいむ

24 金

25 土 よっといでたいむ

22 水 水曜日　休館

23 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

26 日 おはなしの森

27 月 月曜日　休館

28 火 火曜日　休館

「図書館だより」 2017年2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） 

   田村一二の造形教育 
 
障がい児教育における造形活動について、粘土作

品などを通して紹介します。 

【期間】 ２月１８日（土）～３月１２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 

 展示関連企画講演会「造形教育とは人間教育」 

 

【日時】   ３月１２日（日） 

                     午後２時～３時３０分 

【場所】   ２階 視聴覚室 

【定員】   50人（先着順） 

【申込方法】 開館時間内、図書館へ（電話可） 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

  平成２９年度湖南市立図書館利用カレンダー掲載広告募集 

図書館利用カレンダーに、会社や店舗のＰＲを掲載しませんか？ 

【募集広告枠数】 4枠 

【掲載料(1枠)】 2万円 

【広告の規格】縦23㎜×横53㎜ 

【申込み方法】2月24日（金）までに広告掲載申込書に広告原稿案を添付してお申

込み下さい。 

【問い合わせ】甲西図書館 

    
 

  おにぎり村の人形劇 

 

【日時】 ３月１１日（土） 

【場所】  甲西図書館２階視聴覚室 

【演目】 ゴリラのケーキやさん ほか 

【定員】 100名（当日先着順） 
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阿星保育園 1（水）14:00～14:30

 9（木）12:55～13:25

中山生協集会所予定地 三雲保育園

下田まちづくりセンター前 水戸小学校10（金）14:00～14:30

10（金）15:00～15:30

フレンドマート第２駐車場 下田小学校

北山台自治会館前 菩提寺北小学校

 8（水）14:10～14:30

 1（水）12:55～13:35

17（金）14:00～14:30

 8（水）15:30～16:00

24（金）15:00～15:30

 8（水）13:00～13:40

10（金）13:05～13:30

場　　所 場　所日　時

17（金）14:30～15:00

日　時

 3（金）13:15～13:45
16（木）10:25～10:45

岩根東農業集落センター前 菩提寺小学校

妙感寺多目的集会所前 岩根小学校 9（木）14:00～14:30

15（水）14:00～14:30

15（水）12:55～13:25

24（金）13:05～13:35

三雲ふれあいセンター駐車場 石部南小学校

サンヒルズ甲西駐車場

三雲小学校 17（金）13:00～13:30 石部南幼稚園  2（木）14:00～14:30

石部小学校  2（木）13:05～13:30 菩提寺こども園南園舎 24（金）14:00～14:30

 3（金）14:10～14:40
16（木）14:10～14:40

三雲東小学校 平松こども園

移動図書館車マツゾウくん 2月の巡回予定 

  
 

１２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。 

１７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。 

２５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。 

         

  
 

３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。 

１８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。 

２６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 

  

  

2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
本の時間を届けます 篠賀典子ほか／著 洋泉社 024.8/ﾎ
大人の気づかい 坂東眞理子／著 リベラル社 159/ｵ
贖罪のヨーロッパ　中世修道院の祈りと書物 佐藤彰一／著 中央公論新社 195.8/ｼ
最古の文字なのか? G.ボン・ペッツィンガー／著 文藝春秋 202.5/ｻ
サピエンス全史 上下 ユヴァル・ノア・ハラリ／著 河出書房新社 209/ｻ
羽柴を名乗った人々 黒田基樹／著 KADOKAWA 210.4/ﾊ
本当はブラックな江戸時代 永井義男／著 辰巳出版 210.5/ﾎ
京都を知る100章 平凡社 291.6/ｷ
マラス　暴力に支配される少年たち 工藤律子／著 集英社 367.6/ﾏ

＊ モテる構造 山田昌弘／著 筑摩書房 367.2/ﾔ
汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師 手嶋龍一／著 マガジンハウス 391.6/ﾅ
家のしごと 山本ふみこ／著 ミシマ社 590.4/ｲ
ことわざ生活　あっち篇 こっち篇 あかいわしゅうご／文 ヨシタケシンスケ／絵 草思社 814.4/ｺ

　　政治・経済
中東の絶望、そのリアル リチャード・エンゲル／著 朝日新聞出版 302.2/ﾁ
丘の上のバカ 高橋源一郎／著 朝日新聞出版 304/ｵ
在日二世の記憶 小熊英二ほか／編 集英社 316.8/ｻﾞ
介入のとき　コフィ・アナン回顧録 上下 コフィ・アナン／著 岩波書店 319.9/ｶ
パスポート学 陳天璽ほか／編著 北海道大学出版会 329.9/ﾊﾟ
ミクロ動機とマクロ行動 トーマス・シェリング／著 勁草書房 331.1/ﾐ
EUはどうなるか 村上直久／著 平凡社 333.7/ｲ
GE変化の経営 熊谷昭彦／著 ダイヤモンド社 540.6/ｼﾞ
万博の歴史 平野暁臣／著 小学館クリエイティブ 606.9/ﾊﾞ
一言力 川上徹也／著 幻冬舎 674/ﾋ

　　科学・医学・工学
科学の発見 スティーヴン・ワインバーグ／著 文藝春秋 402/ｶ
ホワット・イズ・ディス? ランドール・マンロー／著 早川書房 404/ﾎ
100人の囚人と1個の電球 H.ファン・ディトマーシュ・B.クーイ／著 日本評論社 410.7/ﾋ
日本の美しい色の鳥 上田恵介／監修 エクスナレッジ 488.2/ﾆ

＊ 細胞の中の分子生物学 森和俊／著 講談社 463/ﾓ
温泉はなぜ体にいいのか 松田忠徳／著 平凡社 492.5/ｵ
サイコパス 中野信子／著 文藝春秋 493.7/ｻ
国家と石綿 永尾俊彦／著 現代書館 498.8/ｺ
世界の天空の城 アフロ・水野久美／著 青幻舎 520.8/ｾ
薪ストーブ入門 地球丸 528.2/ﾏ
終着駅巡礼 イカロス出版 536.1/ｼ
紙の世界史 マーク・カーランスキー／著 徳間書店 585.0/ｶ

　　芸術・スポーツ
立体像で理解する美術解剖 阿久津裕彦／著 技術評論社 701/ﾘ
コレクター大名 井伊直亮 彦根城博物館／編集 彦根城博物館 708/ｺ
この世界の片隅に 上中下 こうの史代／著 双葉社 726.1/ｺ
はんこ 久米雅雄／著 法政大学出版局 739.0/ﾊ
昭和演歌の歴史 菊池清麿／著 アルファベータブックス 767.8/ｼ
京舞つれづれ 井上八千代／著 岩波書店 769.1/ｲﾉ
少年時代 高倉健／著 唐仁原教久／画 集英社 778.2/ﾀｶ

＊ 直撃本田圭佑 木崎伸也／著 文藝春秋 783.47/ﾎ
根本陸夫伝　プロ野球のすべてを知っていた男 高橋安幸／著 集英社 783.7/ﾈﾓ
剣豪夜話 津本陽／著 文藝春秋 789.3/ｹ

１２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
「茶の湯」の密室 愛川晶／著 原書房 F/ｱｲ
鼠、嘘つきは役人の始まり 赤川次郎／著 KADOKAWA F/ｱｶ
メシマズ狂想曲 秋川滝美／著 小学館 F/ｱｷ
雨利終活写真館 芦沢央／著 小学館 F/ｱｼ
痣 伊岡瞬／著 徳間書店 F/ｲｵ
竜は動かず 上下 上田秀人／著 講談社 F/ｳｴ
本バスめぐりん。 大崎梢／著 東京創元社 F/ｵｵ
万年筆インク紙 片岡義男／著 晶文社 F/ｶﾀ
直虎と直政 岳真也／著 作品社 F/ｶﾞｸ
ふたり天下 北沢秋／著 河出書房新社 F/ｷﾀ
慶応三年の水練侍 木村忠啓／著 朝日新聞出版 F/ｷﾑ
野良ビトたちの燃え上がる肖像 木村友祐／著 新潮社 F/ｷﾑ
喧嘩(すてごろ) 黒川博行／著 KADOKAWA F/ｸﾛ

＊ 利き蜜師物語 銀蜂の目覚め 小林栗奈／著 産業編集センター 913.6/ｺﾊﾞ
マカロンはマカロン 近藤史恵／著 東京創元社 F/ｺﾝ
沈黙法廷 佐々木譲／著 新潮社 F/ｻｻ
妻への祈り 島尾敏雄／著 梯久美子／編 中央公論新社 F/ｼﾏ
花咲小路三丁目のナイト 小路幸也／著 ポプラ社 F/ｼｮ
ひょうすべの国 笙野頼子／著 河出書房新社 F/ｼｮ
よるのばけもの 住野よる／著 双葉社 F/ｽﾐ
電王 高嶋哲夫／著 幻冬舎 F/ﾀｶ
土の記 上下 高村薫／著 新潮社 F/ﾀｶ
指鬘（しまん）物語 田口ランディ／著 春秋社 F/ﾀｸﾞ
桜奉行　幕末奈良を再生した男・川路聖謨 出久根達郎／著 養徳社 F/ﾃﾞｸ
under the bridge 堂場瞬一／著 早川書房 F/ﾄﾞｳ
信じる者はダマされる 中村うさぎ・マツコ・デラックス／著 毎日新聞出版 F/ﾅｶ
i 西加奈子／著 ポプラ社 F/ﾆｼ
掟上今日子の旅行記 西尾維新／著 講談社 F/ﾆｼ
北海道新幹線殺人事件 西村京太郎／著 KADOKAWA F/ﾆｼ
タイムマシンでは、行けない明日 畑野智美／著 集英社 F/ﾊﾀ
雪煙チェイス 東野圭吾／著 実業之日本社 BF/ﾋｶﾞ
Good old boys 本多孝好／著 集英社 F/ﾎﾝ
おばちゃんたちのいるところ 松田青子／著 中央公論新社 F/ﾏﾂ
ヘダップ! 三羽省吾／著 新潮社 F/ﾐﾂ
物語のおわり 湊かなえ／著 朝日新聞出版 F/ﾐﾅ
静かな雨 宮下奈都／著 文藝春秋 F/ﾐﾔ
三鬼 宮部みゆき／著 日本経済新聞出版社 F/ﾐﾔ
草花たちの静かな誓い 宮本輝／著 集英社 F/ﾐﾔ
星に願いを、いつでも夢を 村上龍／著 ベストセラーズ F/ﾑﾗ
あのこは貴族 山内マリコ／著 集英社 F/ﾔﾏ
ヒーローの選択 行成薫／著 講談社 F/ﾕｷ
いまさら翼といわれても 米澤穂信／著 KADOKAWA F/ﾖﾈ

＊ 野分けのあとに 和田真希／著 産業編集センター 913.6/ﾜﾀﾞ

　　外国文学
年月日 閻連科／著 白水社 923.7/ｲｴ

＊ 図説英国ファンタジーの世界 奥田実紀／著 河出書房新社 930.2/ｵ
天界の眼 ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933/ｳﾞｧ
ウインドアイ ブライアン・エヴンソン／著 新潮社 933/ｴｳﾞ
夜の庭師 ジョナサン・オージエ／著 東京創元社 B933/ｵｼﾞ
スパイの忠義 上下 サイモン・コンウェイ／著 早川書房 B933/ｺﾝ
ネバー・ゴー・バック 上下 リー・チャイルド／著 講談社 B933/ﾁｬ

＊ 君に太陽を ジャンディ・ネルソン／著 集英社 B933/ﾈ
パット・ホビー物語 F.スコット.フィッツジェラルド／著 風濤社 933/ﾌｨ

＊ さあ、気ちがいになりなさい フレドリック・ブラウン／著 早川書房 B933/ﾌﾞ
節約は災いのもと エミリー・ブライトウェル／著 東京創元社 B933/ﾌﾞﾗ
オシリスの眼 R.オースティン・フリーマン／著 筑摩書房 B933/ﾌﾘ
NO HEROアメリカ海軍特殊部隊の掟 M.オーウェン・K.マウラー／著 講談社 936/ｵｳ
太陽と痛み ヘスス・カラスコ／著 早川書房 963/ｶﾗ

＊ ピノッキオの冒険 カルロ・コッローディ／著 光文社 B973/ｺ


