
31 金

26 日 おはなしの森

27 月 月曜日　休館

28 火 火曜日　休館

29 水 水曜日　休館

30 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

24 金

25 土 よっといでたいむ

22 水 水曜日　休館

23 木

20 月 水曜日　休館

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

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

12 日 きじっこおはなし会 展示関連企画講演会「造形教育とは人間教育」

13 月

10 金

11 土 おにぎり村の人形劇

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

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

「図書館だより」 2017年3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 

【講師】   吉永太市さん 

【定員】   50人（先着順） 

【申込方法】 開館時間内、図書館へ（電話可） 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

  図書館協議会委員募集 

図書館では、図書館の運営に意見を述べる機関として図書館協議会を設置しています。このたび広く市民の皆さんの意見を反

映させるため委員を募集します。 

■応募資格 図書館活動に関心があり、広い視野で意見や提案ができる市内在住の20歳以上の人 

※国家公務員、地方公務員、この公募委員として活動経験のある人、また、現在すでに市の審議会などの委員になっている人

は、応募多数の場合などで除かれることがあります。 

■募集人数 ２人 

■任期 平成29年４月から２年間（年４回程度の会議を行います） 

■募集方法 「これからの図書館についての考えや思い」を400字程度にまとめたレポート（様式は問いません）に住所・氏名・

年齢・電話番号を記入し３月２２日（水）まで（必着）に持参、郵送またはＦＡＸ、Ｅメールで図書館へ 

※レポートは返却しません。 

※選考結果は４月下旬に応募者全員に通知します。 

    

  おにぎり村の人形劇 

 

【日時】 ３月１１日（土） 

【時間】 午後２時～３時 

【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） 

    

 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

第６６回滋賀県統計グラフコンクール 

入選作品展 
滋賀県主催の統計グラフコンクールで入選された

作品２６点を展示します。 

【期間】 ３月１８日（土）～４月９日（日） 

【場所】 ２階 展示コーナー 

 
 

 



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

三雲小学校 10（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 17（金）14:00～14:30

16（木）14:10～14:40三雲東小学校 平松こども園

 8（水）14:10～14:30

 1（水）10:20～10:40

10（金）14:00～14:30

 8（水）15:30～16:00

17（金）15:00～15:30

 8（水）13:00～13:40

 3（金）13:05～13:30

場　　所 場　所日　時

10（金）14:30～15:00

日　時

 9（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

10（金）10:25～10:45

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

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

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 3（金）14:00～14:30

 3（金）15:00～15:30

移動図書館車マツゾウくん ３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 

  

  

３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
YAHOO!JAPAN全仕事 実業之日本社／編 実業之日本社 007.3/ﾔ
「岩波少年文庫」のビブリオトーク 笹倉剛／著 あいり出版 019/ｲ
「母と子」という病 高橋和巳／著 筑摩書房 146.8/ﾊ
心の嵐を青空に 美輪明宏／著 家の光協会 159/ｺ
宣教師ザビエルと被差別民 沖浦和光／著 筑摩書房 198.2/ｻﾞﾋﾞ
河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江肖剰／著 日経ナショナルジオグラフィック社 242/ｶ
キューバ現代史 後藤政子／著 明石書店 259.1/ｷ
ニッポンを解剖する!沖縄図鑑 JTBパブリッシング 291.9/ﾆ
ようこそアラブへ ハムダなおこ／著 国書刊行会 292.8/ﾊ

＊ 震度7の生存確率 仲西宏之・佐藤和彦／著 幻冬舎 369.3/ｼ
旅行のモダニズム 赤井正二／著 ナカニシヤ出版 384.3/ﾘ
江戸の乳と子ども　いのちをつなぐ 沢山美果子／著 吉川弘文館 385.2/ｴ
骸骨考　イタリア・ポルトガル・フランスを歩く 養老孟司／著 新潮社 385.6/ｶﾞ

　　政治・経済
総理の誕生 阿比留瑠比／著 文藝春秋 312.1/ｿ
プーチンの世界　「皇帝」になった工作員 F.ヒル・C.G.ガディ／著 新潮社 312.3/ﾌﾟ
トランプ大統領の衝撃 冷泉彰彦／著 幻冬舎 314.8/ﾄ
デービッド・アトキンソン新・所得倍増論 デービッド・アトキンソン／著 東洋経済新報社 332.1/ﾃﾞ
日本型新自由主義とは何か 菊池信輝／著 岩波書店 332.1/ﾆ
バブル　日本迷走の原点　1980-1989 永野健二／著 新潮社 332.1/ﾊﾞ
国際化時代の地域経済学 岡田知弘／ほか著 有斐閣 332.9/ｺ
生産性　マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの 伊賀泰代／著 ダイヤモンド社 336.2/ｾ

＊ 決済の黒船Apple Pay 鈴木淳也／著 日経BP社 338/ｽ
百貨店とは 飛田健彦／著 国書刊行会 673.8/ﾋ

　　科学・医学・工学
ねえ君、不思議だと思いませんか? 池内了／著 而立書房 404/ﾈ
数学魔術師ベンジャミンの教室 レベル1・レベル2 アーサー・ベンジャミン／著 岩波書店 410/ｽ
宇宙災害　太陽と共に生きるということ 片岡龍峰／著 化学同人 450.1/ｳ
生命、エネルギー、進化 ニック・レーン／著 みすず書房 467.5/ｾ
忘れんぼさんへのマナー ジョアン・サウアーズ／著 扶桑社 493.7/ﾜ
看護婦の歴史 山下麻衣／著 吉川弘文館 498.1/ｶ
カフェインの真実 マリー・カーペンター／著 白揚社 498.5/ｶ
日本懐かしプラモデル大全 岸川靖／著 辰巳出版 507.9/ﾆ

＊ 織田信長の城 加藤理文／著 講談社 521.8/ｶ
日本の不思議な建物101 加藤純／文 傍島利浩／写真 エクスナレッジ 523.1/ﾆ
美しい刑務所　明治の名煉瓦建築奈良少年刑務所 上條道夫／写真 寮美千子／文 西日本出版社 526.3/ｳ
日本飛び出しくん図鑑 関将／著 辰巳出版 681.3/ﾆ

　　芸術・スポーツ
「世界遺産」20年の旅 高城千昭／著 河出書房新社 709/ｾ
かわいい浮世絵 日野原健司／著 東京美術 721.8/ｶ
どうぶつの描き方100 L.J.エイムズ・M.D.ザック／著 グラフィック社 725/ﾄﾞ
彼らがいなくなる前に ジミー・ネルソン／写真 パイインターナショナル 748/ｶ
万華鏡、故郷(スコットランド)へ帰る 大熊進一／著 さわらび舎 759/ﾏ
バンド臨終図巻 速水健朗／ほか著 文藝春秋 764.7/ﾊﾞ
人生の終いじたく まさかの、延長戦!? 中村メイコ／著 青春出版社 772.1/ﾅｶ
広島カープがしぶとく愛される理由 片瀬京子・伊藤暢人／著 日経BP社 783.7/ﾋ

＊ 再発!それでもわたしは山に登る 田部井淳子／著 文藝春秋 786.1/ﾀ
棋士の一分　将棋界が変わるには 橋本崇載／著 KADOKAWA 796.0/ｷ

１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
国語、数学、理科、漂流 青柳碧人／著 文藝春秋 F/ｱｵ
綱わたりの花嫁 赤川次郎／著 実業之日本社 F/ｱｶ
遠州浜松殺人奏曲 梓林太郎／著 実業之日本社 F/ｱｽﾞ
回天の剣 天野純希／著 角川春樹事務所 F/ｱﾏ
白村江（ハクソンコウ） 荒山徹／著 PHP研究所 F/ｱﾗ
青春の門 第8部 上下 五木寛之／著 講談社 F/ｲﾂ
抱きしめられたい。 糸井重里／著 ほぼ日 F/ｲﾄ
あひる 今村夏子／著 書肆侃侃房 F/ｲﾏ
がん消滅の罠 岩木一麻／著 宝島社 F/ｲﾜ
クラウドガール 金原ひとみ／著 朝日新聞出版 F/ｶﾈ
七月に流れる花 恩田陸／著 講談社 F/ｵﾝ
八月は冷たい城 恩田陸／著 講談社 F/ｵﾝ
秘密結社Ladybirdと僕の6日間 喜多川泰／著 サンマーク出版 F/ｷﾀ
あなたの思うように生きればいいのよ 桐島洋子／著 KADOKAWA F/ｷﾘ
サーベル警視庁 今野敏／著 角川春樹事務所 F/ｺﾝ
老いては夫を従え 柴門ふみ／著 小学館 F/ｻｲ
声なき蟬 上下 佐伯泰英／著 双葉社 BF/ｻｴ
殺意の隘路 日本推理作家協会／編 光文社 F/ｻﾂ
春に散る 上下 沢木耕太郎／著 朝日新聞出版 F/ｻﾜ
かぐや姫はいやな女 椎名誠／著 新潮社 F/ｼｲ
さまよえる古道具屋の物語 柴田よしき／著 新潮社 F/ｼﾊﾞ
美しい国への旅 田中慎弥／著 集英社 F/ﾀﾅ
時が見下ろす町 長岡弘樹／著 祥伝社 F/ﾅｶﾞ

＊ ぐうたら上等 中野翠／著 毎日新聞出版 914.6/ﾅｶ
翼がなくても 中山七里／著 双葉社 F/ﾅｶ
空と海と陸を結ぶ境港 西村京太郎／著 徳間書店 F/ﾆｼ
悲衛伝 西尾維新／著 講談社 F/ﾆｼ
サロメ 原田マハ／著 文藝春秋 F/ﾊﾗ
料理人の光 原宏一／著 双葉社 F/ﾊﾗ
幻庵 上下 百田尚樹／著 文藝春秋 F/ﾋｬ
探偵は女手ひとつ 深町秋生／著 光文社 F/ﾌｶ
江戸おんな絵姿十二景 藤沢周平／著 文藝春秋 F/ﾌｼﾞ
稀代の本屋 増田晶文／著 草思社 F/ﾏｽ
山猫珈琲 上下 湊かなえ／著 双葉社 F/ﾐﾅ
カブールの園 宮内悠介／著 文藝春秋 F/ﾐﾔ
サバイバルファミリー 矢口史靖／著 集英社 F/ﾔｸﾞ
直虎の城 山名美和子／著 時事通信出版局 F/ﾔﾏ

＊ まいにちを味わう 吉沢久子／著 あさ出版 914.6/ﾖｼ

　　外国文学
鬼殺し 上下 甘耀明／著 白水社 923.7/ｶﾝ
こびとが打ち上げた小さなボール チョセヒ／著 河出書房新社 929.1/ﾁｮ
アウトサイダー フレデリック・フォーサイス／著 KADOKAWA 930.2/ﾌｫ
昔なつかしいクリスマス W.アーヴィング／著 R.コールデコット／挿絵 三元社 933/ｱｳﾞ

＊ 機は熟せり 上下 ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B933/ｱ
キャッツ・アイ マーガレット・アトウッド／著 開文社出版 933/ｱﾄ
邪悪 上下 パトリシア・コーンウェル／著 講談社 B933/ｺﾝ
ハツカネズミと人間 スタインベック／著 新潮社 B933/ｽﾀ
インヴィジブル・シティ ジュリア・ダール／著 早川書房 B933/ﾀﾞﾙ

＊ プレイバック レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933/ﾁ
僕の心がずっと求めていた最高に素晴らしいこと ジェニファー・ニーヴン／著 辰巳出版 933/ﾆｳﾞ
ドラゴンの塔 上下 ナオミ・ノヴィク／著 静山社 933/ﾉｳﾞ
カウンター・ポイント サラ・パレツキー／著 早川書房 B933/ﾊﾟﾚ
偽りの襲撃者 サンドラ・ブラウン／著 集英社 B933/ﾌﾞﾗ
聖なるメシアの遺産(レガシー) 上下 ジェームズ・ベッカー／著 竹書房 B933/ﾍﾞｯ
ボロゴーヴはミムジイ ルイス・パジェット／ほか著 早川書房 B933/ﾎﾞﾛ

＊ 神よ、あの子を守りたまえ トニ・モリスン／著 早川書房 933/ﾓ
＊ 青い鳥 モーリス・メーテルリンク／作 講談社 B952/ﾒ

美女と野獣 G.S.B.G.ヴィルヌーヴ／著 白水社 953/ｳﾞｲ
賢者の智慧の書 パスカル／ほか著 ディスカヴァー21 957/ｹﾝ


