
31 水 雑誌のリサイクル

26 金

27 土 よっといでたいむ 雑誌のリサイクル

28 日 おはなしの森/雑誌のリサイクル

29 月 月曜日　休館

30 火 火曜日　休館

24 水 水曜日　休館

25 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

22 月 雑誌のリサイクル 月曜日　休館

23 火 雑誌のリサイクル 火曜日　休館

20 土 雑誌のリサイクル

21 日 雑誌のリサイクル

16 火 火曜日　休館

17 水 水曜日　休館

19 金 よっといでたいむ

ちっちゃなかぜおはなし会

14 日 きじっこおはなし会

15 月 月曜日　休館

18 木

5 金 祝日　休館 祝日　休館

12 金 ちっちゃなかぜおはなし会

13 土 親子プレイステーション

10 水 水曜日　休館

11 木

8 月 月曜日　休館

9 火 火曜日　休館

6 土

7 日

石　　部 甲　　西

1 月 月曜日　休館

4 木 祝日　休館 祝日　休館

2 火 火曜日　休館

3 水 水曜日　休館

「図書館だより」 2017年5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 

雑誌のリサイクル 

休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

古くなった図書館資料のうち、再利用が可能な雑誌

約3,000冊を、市民の皆さんに無料でお譲りします。 
 

石部図書館…５月20日（土）～23 日（火） 

甲西図書館…５月27日（土）、28日（日）、31日（水） 

 時間／午前１０時～午後６時 

＊混雑を避けるため、午前１０時から整理券を配っ

て入場制限を行う場合があります。 
    

 

   
 
 
 

   

   
 
 

図書館雑誌スポンサーを 

募集しています！ 
  

図書館の雑誌コーナーで所蔵してい

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、

棚の見出しにスポンサー名や広告が入

ります。 

 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

募方法などの詳細は、甲西図書館へ問

い合わせください。 
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三雲小学校

岩根小学校

5/24（水）13:00～13:40

5/31（水）12:55～13:25

5/11（木）10:25～10:45

5/11（木）13:05～13:30

5/17（水）10:25～10:45

5/17（水）13:10～13:50

5/24（水）10:25～10:45

※５月は一般ステーションの巡回はありません。

場　　所 日　時

下田小学校

水戸小学校

石部南小学校

石部小学校

菩提寺北小学校

菩提寺小学校

三雲東小学校

5/10（水）10:25～10:45

5/10（水）12:55～13:35

移動図書館車マツゾウくん ５月の巡回予定 

  
 

１４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。 

１９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。 

２７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。 

         

  
 

１２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。 

２０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。 

２８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 

  

  

5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
11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽健／著 晶文社 007.3/ｼﾞ
テレビじゃ言えない ビートたけし／著 小学館 049/ﾃ
理性の起源 網谷祐一／著 河出書房新社 115.3/ﾘ

＊ 魂でもいいから、そばにいて 奥野修司／著 新潮社 147/ｵ
黒島の女たち 城戸久枝／著 文藝春秋 210.7/ｸ
王様でたどるイギリス史 池上俊一／著 岩波書店 288.4/ｵ

＊ ママ、死にたいなら死んでもいいよ 岸田ひろ実／著 致知出版社 289.1/ｷ
ボローニャの吐息 内田洋子／著 小学館 293.7/ﾎﾞ
日本の子連れ再婚家庭 新川てるえ／著 太郎次郎社エディタス 367.3/ﾆ
裸足で逃げる 上間陽子／著 太田出版 367.6/ﾊ
東日本大震災“あの日”そして6年 倉又光顕／写真・文 彩流社 369.3/ﾋ
奨学金が日本を滅ぼす 大内裕和／著 朝日新聞出版 373.4/ｼ

＊ 話すための英語力 鳥飼玖美子／著 講談社 837.8/ﾄ

　　政治・経済
ガラパゴス・クール 船橋洋一／編著 東洋経済新報社 304/ｶﾞ
中東とISの地政学 山内昌之／編著 朝日新聞出版 316.4/ﾁ
劇場型ポピュリズムの誕生 有馬晋作／著 ミネルヴァ書房 318.2/ｹﾞ
なぜローマ法王は世界を動かせるのか 徳安茂／著 PHP研究所 319.3/ﾅ
住友銀行暗黒史 有森隆／著 さくら舎 326.2/ｽ
裁判の非情と人情 原田國男／著 岩波書店 327.6/ｻ
自分とは違った人たちとどう向き合うか ジグムント・バウマン／著 青土社 334.4/ｼﾞ
いま日本を代表する経営者が考えていること 川北英隆・奥野一成／編著 ダイヤモンド・ビジネス企画 335.0/ｲ
同一労働同一賃金の衝撃 山田久／著 日本経済新聞出版社 366.4/ﾄﾞ
子育て支援と経済成長 柴田悠／著 朝日新聞出版 369.4/ｺ

　　科学・医学・工学
シュレディンガーの猫 アダム・ハート=デイヴィス／著 創元社 420.2/ｼ
世界でもっとも美しい量子物理の物語 R.P.クリース・A.S.ゴールドハーバー／著 日経BP社 421.3/ｾ

＊ 宇宙には、だれかいますか? 佐藤勝彦／監修 縣秀彦／編集 河出書房新社 440.4/ｳ
外来種のウソ・ホントを科学する ケン・トムソン／著 屋代通子／訳 築地書館 468/ｶﾞ
ウニはすごいバッタもすごい 本川達雄／著 中央公論新社 483/ｳ
昆虫のすごい瞬間図鑑 石井誠／著 誠文堂新光社 486.1/ｺ
ゴリラは戦わない 山極壽一・小菅正夫／著 中央公論新社 489.9/ｺﾞ
検査なんか嫌いだ 鎌田實／著 集英社 492.1/ｹ

＊ 子供の死を祈る親たち 押川剛／著 新潮社 493.7/ｵ
＊ 植物はなぜ薬を作るのか 斉藤和季／著 文藝春秋 499.8/ｻ
＊ 川を歩いて、森へ 天野礼子／著 中央公論新社 519.8/ｱ

海駅図鑑 　海の見える無人駅 清水浩史／著 河出書房新社 536.1/ｳ

　　芸術・スポーツ
＊ ぼくの美術ノート 原田治／著 亜紀書房 704/ﾊ
＊ ミステリーな仏像 本田不二雄／著 駒草出版 718/ﾎ

佐野洋子 オフィス・ジロチョー／編 平凡社 726.5/ｻﾉ
唱歌・童謡120の真実 竹内貴久雄／著 ヤマハミュージックメディア 767.7/ｼ
ボブ・ディランに吹かれて 鈴村和成／著 彩流社 767.8/ﾃﾞｨ
みたび長唄びいき 池田弘一／著 青蛙房 768.5/ﾐ

＊ 無冠の男　松方弘樹伝 松方弘樹・伊藤彰彦／著 講談社 778.2/ﾏ
イップス　スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む 石原心／著 内田直／監修 大修館書店 780.1/ｲ
暗黒の巨人軍論 野村克也／著 KADOKAWA 783.7/ｱ
勝ちきる頭脳 井山裕太／著 幻冬舎 795.0/ｲﾔ

３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
芥川賞の偏差値 小谷野敦／著 二見書房 910.2/ｱ
不発弾 相場英雄／著 新潮社 F/ｱｲ
幸田家のことば 青木奈緒／著 小学館 F/ｱｵ
星に願いを、そして手を。 青羽悠／著 集英社 F/ｱｵ
悪夢に架ける橋 赤川次郎／著 双葉社 F/ｱｶ
楽譜と旅する男 芦辺拓／著 光文社 F/ｱｼ
産まなくても、産めなくても 甘糟りり子／著 講談社 F/ｱﾏ
人間じゃない 綾辻行人／著 講談社 F/ｱﾔ
救急病院 石原慎太郎／著 幻冬舎 F/ｲｼ
無常の使い 石牟礼道子／著 藤原書店 F/ｲｼ
切腹考 伊藤比呂美／著 文藝春秋 F/ｲﾄ
物件探偵 乾くるみ／著 新潮社 F/ｲﾇ
クロカネの道　鉄道の父・井上勝 江上剛／著 PHP研究所 F/ｴｶﾞ
お～い、丼 ちくま文庫編集部／編 筑摩書房 F/ｵｲ
天上の葦 上下 太田愛／著 KADOKAWA F/ｵｵ
終りなき夜に生れつく 恩田陸／著 文藝春秋 F/ｵﾝ
北斎まんだら 梶よう子／著 講談社 F/ｶｼﾞ
ぼくの死体をよろしくたのむ 川上弘美／著 小学館 F/ｶﾜ
敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝／著 KADOKAWA F/ｷﾉ
岩場の上から 黒川創／著 新潮社 F/ｸﾛ
果鋭 黒川博行／著 幻冬舎 F/ｸﾛ
大暴落 ガラ 幸田真音／著 中央公論新社 F/ｺｳ
回帰 今野敏／著 幻冬舎 F/ｺﾝ
オトナのたしなみ 柴門ふみ／著 キノブックス F/ｻｲ
紙のピアノ 新堂冬樹／著 双葉社 F/ｼﾝ
孤独論 田中慎弥／著 徳間書店 F/ﾀﾅ
笑いのカイブツ ツチヤタカユキ／著 文藝春秋 F/ﾂﾁ
秋山善吉工務店 中山七里／著 光文社 F/ﾅｶ
晴れ着のゆくえ 中川なをみ／著 文化学園文化出版局 F/ﾅｶ
立川忍びより 仁木英之／著 KADOKAWA F/ﾆｷ
芝公園六角堂跡 西村賢太／著 文藝春秋 F/ﾆｼ
わが愛する土佐くろしお鉄道 西村京太郎／著 中央公論新社 F/ﾆｼ
成功者K 羽田圭介／著 河出書房新社 F/ﾊﾀﾞ
院内刑事(でか) 濱嘉之／著 講談社 BF/ﾊﾏ
風のかたみ 葉室麟／著 朝日新聞出版 F/ﾊﾑ
青い服の女 平岩弓枝／著 文藝春秋 F/ﾋﾗ
ゆらぐ玉の緒 古井由吉／著 新潮社 F/ﾌﾙ
名誉と恍惚 松浦寿輝／著 新潮社 F/ﾏﾂ
騎士団長殺し 第1部・第2部 村上春樹／著 新潮社 F/ﾑﾗ
出会いなおし 森絵都／著 文藝春秋 F/ﾓﾘ
今ひとたびの、和泉式部 諸田玲子／著 集英社 F/ﾓﾛ
ガーディアン 薬丸岳／著 講談社 F/ﾔｸ

＊ ホルケウ英雄伝 上下 山浦玄嗣／著 KADOKAWA 913.6/ﾔﾏ
さっぱりと欲ばらず 吉沢久子／著 中央公論新社 F/ﾖｼ

　　外国文学
囚われた天使たちの丘 グエン・ゴック・トゥアン／著 大同生命国際文化基金 929.3/ﾄｳ
アロウズ・オブ・タイム グレッグ・イーガン／著 早川書房 933/ｲｶﾞ
ゼロヴィル スティーヴ・エリクソン／著 白水社 933/ｴﾘ
血のない殺人 上下 フェイ・ケラーマン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B933/ｹﾗ
わたしの心のなか シャロン・M.ドレイパー／作 鈴木出版 933/ﾄﾞﾚ
ささやく真実 ヘレン・マクロイ／著 東京創元社 B933/ﾏｸ
二人のウィリング ヘレン・マクロイ／著 筑摩書房 B933/ﾏｸ
時をとめた少女 ロバート・F.ヤング／著 早川書房 B933/ﾔﾝ

＊ 機長、究極の決断 C.サレンバーガー／著 静山社 B936/ｻ
ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室 キャスリーン・フリン／著 きこ書房 936/ﾌﾘ
悪魔の星 上下 ジョー・ネスボ／著 集英社 B949.6/ﾈｽ

貧困の発明 タンクレード・ヴォワチュリエ／著 早川書房 953/ｳﾞｫ
強制収容所のバイオリニスト ヘレナ・ドゥニチ‐ニヴィンスカ／著 新日本出版社 989.8/ﾄﾞｩ
処刑の丘 ティモ・サンドベリ／著 東京創元社 993.6/ｻﾝ


