
7 金 ちっちゃなかぜおはなし会
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4 火 火曜日　休館

5 水 水曜日　休館

2 日

10 月 月曜日　休館

11 火 火曜日　休館

3 月 月曜日　休館

8 土 親子プレイステーション

9 日 きじっこおはなし会

6 木

15 土 ちっちゃなかぜおはなし会

12 水 水曜日　休館

13 木

21 金 よっといでたいむ

18 火 火曜日　休館

19 水 水曜日　休館

16 日

17 月 月曜日　休館

14 金

22 土 よっといでたいむ

23 日 おはなしの森

20 木

24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館

27 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

28 金

29 土 祝日　休館

30 日
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湖南市立図書館 

展示（甲西図書館） 
休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

 

図書館で所蔵している雑誌１誌の年間購読料を負担

していただくと、雑誌の最新号のカバーや、雑誌の棚

の見出しに、スポンサー名前や広告が入りＰＲすること

ができます。 
 

図書館の雑誌コーナーを充実させるためにご支援い

ただける個人や企業などからの応募をお待ちしていま

す。応募方法など詳しくは甲西図書館へ問い合わせて

ください。 

    

 

   
 
 
 

   

   
 
 

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 

 
 

 

湖南市立図書館雑誌スポン

サーを募集しています 
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巡回場所、巡回時間等が変更になっていますので、ご注意ください。

○フレンドマート第２駐車場は菩提寺まちづくりセンターへ巡回場所が変更になります。
○石部南まちづくりセンターを巡回場所として追加します。
○四月は小学校の巡回はありません。

三雲小学校4/26（水）15:30～16:00

4/26（水）16:30～17:00

妙感寺多目的集会所前 三雲東小学校

三雲ふれあいセンター駐車場 菩提寺小学校4/19（水）15:30～16:00

4/19（水）16:30～17:00

5/24（水）13:00～13:40

5/17（水）13:10～13:50

5/24（水）10:25～10:45

4/12（水）15:30～16:00

4/12（水）16:30～17:00

5/11（木）13:05～13:30

5/17（水）10:25～10:45

場　　所 場　所日　時

 4/5（水）15:30～16:00

日　時

5/10（水）10:25～10:45

（新）石部南まちづくりセンター前

下田まちづくりセンター前 下田小学校

岩根東農業集落センター前

5/31（水）12:55～13:25サンヒルズ甲西駐車場 岩根小学校

石部南小学校

中山生協集会所予定地 水戸小学校 4/5（水）16:30～17:00

4/6（木）16:00～16:30

5/10（水）12:55～13:35

5/11（木）10:25～10:45

北山台自治会館前 菩提寺北小学校

菩提寺まちづくりセンター前（旧フ
レンドマート第２駐車場）

石部小学校

移動図書館車マツゾウくん ４・５月の巡回予定 

  
 

９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。 

２１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。 

２２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。 

         

  
 

７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。 

１５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。 

２３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 

  

  

４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
「本をつくる」という仕事 稲泉連／著 筑摩書房 022/ﾎ
地図をグルグル回しても全然わからない人の方向オンチ矯正読本 北村壮一郎／著 秀和システム 141.2/ﾁ
大人のお作法 岩下尚史／著 集英社インターナショナル 159/ｵ
夢遊病者たち 第一次世界大戦はいかにして始まったか　1・2 クリストファー・クラーク／著 みすず書房 209.7/ﾑ

＊ 忍者の末裔 高尾善希／著 KADOKAWA 210.5/ﾀ
昭和天皇の戦争 山田朗／著 岩波書店 210.7/ｼ
図説英国社交界ガイド 村上リコ／著 河出書房新社 233.0/ｽﾞ
いのちの証言　ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人 六草いちか／著 晶文社 234.0/ｲ
フンボルトの冒険　自然という<生命の網>の発明 アンドレア・ウルフ／著 NHK出版 289.3/ﾌﾝ
電通事件　なぜ死ぬまで働かなければならないのか 北健一／著 旬報社 366.9/ﾃﾞ
アメリカの大学の裏側 アキ・ロバーツ・竹内洋／著 朝日新聞出版 377.2/ｱ
戦場に行く犬 マリア・グッダヴェイジ／著 晶文社 395.8/ｾ
青年の主張　まなざしのメディア史 佐藤卓己／著 河出書房新社 699.6/ｾ

　　政治・経済
安倍三代 青木理／著 朝日新聞出版 288.3/ｱ
世界がもし100人の村だったら お金篇 マガジンハウス 304/ｾ
シルバー・デモクラシー　戦後世代の覚悟と責任 寺島実郎／著 岩波書店 312.1/ｼ
ルポ トランプ王国 金成隆一／著 岩波書店 312.5/ﾙ

＊ 野党協力の深層 平野貞夫／著 詩想社 315.1/ﾋ
暗闘 山口敬之／著 幻冬舎 319.1/ｱ
「文明の衝突」はなぜ起きたのか 薬師院仁志／著 晶文社 319.3/ﾌﾞ
最後の資本主義 ロバート・B.ライシュ／著 東洋経済新報社 332.0/ｻ
なぜアマゾンは1円で本が売れるのか 武田徹／著 新潮社 361.4/ﾅ
<軍>の中国史 澁谷由里／著 講談社 392.2/ｸﾞ

　　科学・医学・工学
科学報道の真相 瀬川至朗／著 筑摩書房 404/ｶ
スウガクって、なんの役に立ちますか? 杉原厚吉／著 誠文堂新光社 410.4/ｽ
海のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 創元社 452/ｳ
岩石薄片図鑑 青木正博／著 誠文堂新光社 458/ｶﾞ
生命科学の静かなる革命 福岡伸一／著 集英社インターナショナル 460.4/ﾌ
生命の内と外 永田和宏／著 新潮社 463/ｾ
人生を変えてくれたペンギン トム・ミッチェル／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 488.6/ｼﾞ
哀しみを得る　看取りの生き方レッスン 村中李衣／著 かもがわ出版 490.1/ｶ
なぜ人はドキドキするのか? 中西貴之／著 技術評論社 491.3/ﾅ

＊ つじつまを合わせたがる脳 横澤一彦／著 岩波書店 491.3/ﾖ
＊ 「橋」と「トンネル」に秘められた日本のドボク 三浦基弘／監修 実業之日本社 515/ﾊ

世界の廃船と廃墟 アフロ／写真 水野久美／テキスト 青幻舎 556/ｾ

　　芸術・スポーツ
岩佐又兵衛 平凡社 721.8/ｲﾜ
モネのあしあと 原田マハ／著 幻冬舎 723.3/ﾓﾈ
ヤズディの祈り 林典子／撮影 赤々舎 748/ﾔ

＊ 評伝デヴィッド・ボウイ 吉村栄一／著 DU BOOKS 764.7/ﾎﾞ
映画監督小林正樹 小笠原清・梶山弘子／編 岩波書店 778.2/ｺﾊﾞ
ショコラ ジェラール・ノワリエル／著 集英社インターナショナル 779.5/ｼｮ
夢はみるものではなく、かなえるもの 澤穂希／著 PHP研究所 783.4/ｻﾜ
神は背番号に宿る 佐々木健一／著 新潮社 783.7/ｶ
チーム・ブライアン300点伝説 ブライアン・オーサー／著 講談社 784.6/ﾁ
藤田浩子のあやとりでおはなし 藤田浩子／編著 一声社 798/ﾌ

２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
招待状 赤川次郎／著 光文社 F/ｱｶ
サイレンス 秋吉理香子／著 文藝春秋 F/ｱｷ
銀の猫 朝井まかて／著 文藝春秋 F/ｱｻ
狩人の悪夢 有栖川有栖／著 KADOKAWA F/ｱﾘ
向こうがわの蜂 池永陽／著 PHP研究所 F/ｲｹ
東京クルージング 伊集院静／著 KADOKAWA F/ｲｼﾞ
うっとり、チョコレート 青木奈緒／ほか著 河出書房新社 F/ｳｯ
雪つもりし朝 植松三十里／著 KADOKAWA F/ｳｴ
なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織／著 角川春樹事務所 F/ｴｸ
新天地 江波戸哲夫／著 講談社 F/ｴﾊﾞ
人生の踏絵 遠藤周作／著 新潮社 F/ｴﾝ
不時着する流星たち 小川洋子／著 KADOKAWA F/ｵｶﾞ
遊行を生きる 鎌田實／著 清流出版 F/ｶﾏ
海に向かう足あと 朽木祥／著 KADOKAWA F/ｸﾂ
白い衝動 呉勝浩／著 講談社 F/ｺﾞ
それでもこの世は悪くなかった 佐藤愛子／著 文藝春秋 F/ｻﾄ
ヨーコさんの“言葉” 佐野洋子／文 講談社 F/ｻﾉ
〆切本 左右社編集部／編 左右社 F/ｼﾒ
主君　井伊の赤鬼・直政伝 高殿円／著 文藝春秋 F/ﾀｶ
ダブルマリッジ 橘玲／著 文藝春秋 F/ﾀﾁ
インスタント・ジャーニー 田丸雅智／著 実業之日本社 F/ﾀﾏ
無貌の神 恒川光太郎／著 KADOKAWA F/ﾂﾈ
柳生三代の鬼謀 鳥羽亮／著 徳間書店 F/ﾄﾊﾞ
錯迷 堂場瞬一／著 小学館 F/ﾄﾞｳ
ゼロ・アワー 中山可穂／著 朝日新聞出版 F/ﾅｶ
本を守ろうとする猫の話 夏川草介／著 小学館 F/ﾅﾂ
琴電殺人事件 西村京太郎／著 新潮社 F/ﾆｼ
バスを待つ男 西村健／著 実業之日本社 F/ﾆｼ
縫わんばならん 古川真人／著 新潮社 F/ﾌﾙ
音の糸 堀江敏幸／著 小学館 F/ﾎﾘ
ついに、来た? 群ようこ／著 幻冬舎 F/ﾑﾚ
人生のぜいたく 吉沢久子／著 主婦の友社 F/ﾖｼ
自由なサメと人間たちの夢 渡辺優／著 集英社 F/ﾜﾀ

＊ まるはだか　脳性まひプロマジシャンMr.Handy誕生の日 森裕生／著 梓書院 916/ﾓ

　　外国文学
天空の詩人李白 陳舜臣／著 講談社 921.4/ﾘ
関釜連絡船 上下 李炳注／著 藤原書店 929.1/ｲ
宇宙探偵マグナス・リドルフ ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933/ｳﾞｧ

＊ 動物農場 ジョージ・オーウェル／著 早川書房 B933/ｵ
警視の挑戦 デボラ・クロンビー／著 講談社 B933/ｸﾛ
汚染訴訟 上下 ジョン・グリシャム／著 新潮社 B933/ｸﾞﾘ
謀略の都 上下 ロバート・ゴダード／著 講談社 B933/ｺﾞﾀﾞ
三人目のわたし ティナ・セスキス／著 早川書房 B933/ｾｽ
楽しい夜 岸本佐知子／編訳 講談社 933/ﾀﾉ
小説ライムライト C.チャップリン・D.ロビンソン／著 集英社 933/ﾁｬ
地球に落ちて来た男 ウォルター・テヴィス／著 二見書房 933/ﾃｳﾞ
ビリー・リンの永遠の一日 ベン・ファウンテン／著 新潮社 933/ﾌｧ
私たちが姉妹だったころ カレン・ジョイ・ファウラー／著 白水社 933/ﾌｧ
聖エセルドレダ女学院の殺人 ジュリー・ベリー／著 東京創元社 B933/ﾍﾞﾘ
存在感のある人 アーサー・ミラー／著 早川書房 933/ﾐﾗ
誰もがポオを読んでいた アメリア・レイノルズ・ロング／著 論創社 933/ﾛﾝ
世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ／著 慶應義塾大学出版会 936/ｺﾂ
喜劇レオンスとレーナ ゲオルク・ビューヒナー／原作 BL出版 942/ﾋﾞｭ
失踪者 上下 シャルロッテ・リンク／著 東京創元社 B943/ﾘﾝ
楽園の世捨て人 トーマス・リュダール／著 早川書房 949.7/ﾘｭ

＊ 茶色の朝 フランク パヴロフ／物語 大月書店 953/ﾊﾟ
文学会議 セサル・アイラ／著 新潮社 963/ｱｲ
深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ／著 東京創元社 963/ﾚﾋﾟ
猥褻なD夫人 イルダ・イルスト／著 現代思潮新社 969.3/ｲﾙ


