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     湖南市中央５－５０ 

  

  

  

  

  

  

  

湖南市立図書館 

   歌人 河野裕子～蟬を歌う～展 
湖南市ゆかりの歌人、河野裕子さんの「植

物」にまつわる歌を取り上げて展示します。 

 ☆６月１７日（土）～７月２３日（日） 

 ☆２階 展示コーナー 
 
 

 

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。 

 身近な社会貢献の場として、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。 
休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

豊かな歳の取り方 
湖南市在住の詩人、のろ・さかんさんが

詩を交えて豊かな歳の取り方を語ります。

一緒にのろさん作詞の歌も歌いましょう。 

 
☆日時 ６月１１日（日）午後１時～３時 

☆場所 ２階 視聴覚室 

☆定員 ５０名 

☆申込方法 両図書館カウンター及び電話で   

      受付中 

 
 

 

 講演会（甲西図書館） 

展示（甲西図書館） 

蔵書点検に伴う休館のお知らせ 
甲西図書館は、特別整理期間のため、６月２４日（土）から 

６月３０日（金）まで休館します。 

 6月24日（土）～30日（金）は石部図書館をご利用ください。

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）または石部図書館へお

願いします。 
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　７日（水）１６：３０～１７：００

１４日（水）１０：２５～１０：４５

中山生協集会所予定地

下田まちづくりセンター

水戸小学校 　７日（水）１２：５５～１３：３５

　７日（水）１５：３０～１６：００

下田小学校

北山台自治会館

菩提寺北小学校

菩提寺まちづくりセンター

三雲東小学校

サンヒルズ甲西駐車場

石部小学校

日　時

１４日（水）１６：３０～１７：００

石部南まちづくりセンター

菩提寺小学校　

妙感寺多目的集会所

石部南小学校

場　　所 場　所日　時

　１日（木）１０：２５～１０：４５

１４日（水）１５：３０～１６：００

岩根小学校

　１日（木）１３：０５～１３：３０

　１日（木）１５：３０～１６：００

２１日（水）１０：２５～１０：４５

２１日（水）１３：００～１３：４０

２２日（木）１２：５５～１３：２５

２２日（木）１６：００～１６：３０

　１日（木）１６：３０～１７：００

　７日（水）１０：２５～１０：４５

２１日（水）１５：３０～１６：００

２１日（水）１６：３０～１７：００

岩根まちづくりセンター

三雲小学校

１４日（水）１３：１０～１３：５０

三雲ふれあいセンター

移動図書館車マツゾウくん ６月の巡回予定 

  
 

１１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。 

 

１６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。 

 

２４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。 

         

  
 

２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。 

１７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。 

１８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 

  

  

６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でも返却できます。 

※ご希望の本が見つからない場合は、お気軽にお申し出ください。予約された本は、連絡があってから最初の巡回日または甲西
図書館でお受け取りください。 

※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
小さな本の大きな世界 長田弘／著 酒井駒子／絵 クレヨンハウス 019.5/ﾁ
保健室の恋バナ+α 金子由美子／著 岩波書店 152/ﾎ
古代東アジアの女帝 入江曜子／著 岩波書店 220/ｺ
図説フランスの歴史 増補新版 佐々木真／著 河出書房新社 235/ｽﾞ
大橋鎭子と花森安治『暮しの手帖』二人三脚物語 塩澤実信／著 北辰堂出版 289.1/ｵｵ
清掃はやさしさ 新津春子／著 ポプラ社 289.1/ﾆｲ
英国一家、インドで危機一髪 マイケル・ブース／著 KADOKAWA 292.5/ｴ
君はどこにでも行ける 堀江貴文／著 徳間書店 304/ｷ

＊ 男が働かない、いいじゃないか! 田中俊之／著 講談社 367/ﾀ
後妻白書 工藤美代子／著 小学館 367.4/ｺﾞ
頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある 小川大介／著 すばる舎 379.9/ｱ
ネフェルティティもパックしていた アンヘラ・ブラボ／著 原書房 383.5/ﾈ
私を通りすぎたスパイたち 佐々淳行／著 文藝春秋 391.6/ﾜ

　　政治・経済
残念な警察官 古野まほろ／著 光文社 317.7/ｻﾞ
中国(チャイナ)4.0 エドワード・ルトワック／著 文藝春秋 319.2/ﾁ
母さんごめん、もう無理だ 朝日新聞社会部／著 幻冬舎 327.6/ｶ
社会人1年目からのお金の教養 泉正人／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 330/ｼ
バブル後25年の検証 竹中平蔵／編著 東京書籍 332.1/ﾊﾞ
消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか 井堀利宏／著 ダイヤモンド社 342.1/ｼ
貧困世代 藤田孝典／著 講談社 367.6/ﾋ
人口減少化における地域経済の再生 松岡憲司／編著 新評論 601.1/ｼﾞ
江戸時代近江の商いと暮らし 青柳周一／ほか編 おうみ学術出版会 672.1/ｴ
日本の企画者たち 岡田芳郎／著 宣伝会議 674.2/ﾆ

　　科学・医学・工学
宇宙からいかにヒトは生まれたか 更科功／著 新潮社 450/ｳ
地球を「売り物」にする人たち マッケンジー・ファンク／著 ダイヤモンド社 451.8/ﾁ
生えている場所でわかる植物の名前図鑑 金田一／著 世界文化社 470.3/ﾊ
牧野富太郎 牧野富太郎／著 平凡社 470.4/ﾏ
どうぶつのくに 田井基文／著 講談社 480.4/ﾄﾞ
カメムシ 野澤雅美／著 農山漁村文化協会 486.5/ｶ
くらべてわかる哺乳類 小宮輝之／著 薮内正幸／絵 山と溪谷社 489.0/ｺ
世界の魅惑のトンネル 洋泉社編集部／編 洋泉社 514.9/ｾ
ザ・町工場 諏訪貴子／著 日経BP社 532.0/ｻﾞ

音鉄 耳で楽しむ鉄道の世界 片倉佳史／著 ワニブックス 536.1/ｵ

住んでみたい宇宙の話 竹内薫／著 キノブックス 538.9/ﾀ
電力自由化がわかる本 木舟辰平・柳沼倫彦／著 洋泉社 540.9/ﾃﾞ

　　芸術・スポーツ
歌川国貞 歌川国貞／画 東京美術 721.8/ｳ
水木しげるの異界探訪記 水木しげる／著 KADOKAWA 726.1/ﾐ
戦場カメラマンの仕事術 渡部陽一／著 光文社 740.2/ﾜﾀ
砂丘LA MODE 植田正治／著 朝日新聞出版 748/ｻ
ピアノの巨人豊増昇 小澤征爾・小澤幹雄／編著 小澤昔ばなし研究所 762.1/ﾄﾖ
黄色いマンション黒い猫 小泉今日子／著 スイッチ・パブリッシング 767.8/ｺｲ

＊ 原節子の真実 石井妙子／著 新潮社 778.2/ﾊ
米朝置土産一芸一談 桂米朝／著 桂米團治／監修 淡交社 779.1/ｶﾂ
クローザー M.リベラ・W.コフィー／著 作品社 783.7/ﾘﾍﾞ

＊ 羽生結弦王者のメソッド 野口美惠／著 文藝春秋 784.65/ﾊ

４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
くちづける 窪島誠一郎／著 アーツアンドクラフツ 911.5/ｸﾎﾞ
眩(くらら) 朝井まかて／著 新潮社 F/ｱｻ
ままならないから私とあなた 朝井リョウ／著 文藝春秋 F/ｱｻ
幕末!疾風伝 天野純希／著 中央公論新社 F/ｱﾏ
ソウル行最終便 安東能明／著 祥伝社 F/ｱﾝ
不惑のスクラム 安藤祐介／著 KADOKAWA F/ｱﾝ
サブマリン 伊坂幸太郎／著 講談社 F/ｲｻ
男の粋な生き方 石原慎太郎／著 幻冬舎 F/ｲｼ
毎日が一日だ いしいしんじ／著 毎日新聞出版 F/ｲｼ
偶然を生きる 冲方丁／著 KADOKAWA F/ｳﾌﾞ
天使の棲む部屋 大倉崇裕／著 光文社 F/ｵｵ
ツバキ文具店 小川糸／著 幻冬舎 F/ｵｶﾞ
海の見える理髪店 荻原浩／著 集英社 F/ｵｷﾞ
向田理髪店 奥田英朗／著 光文社 F/ｵｸ
死仮面 折原一／著 文藝春秋 F/ｵﾘ
タマゴマジック 恩田陸／著 河北新報出版センター F/ｵﾝ
蛇の道行 加藤元／著 講談社 F/ｶﾄ
イサの氾濫 木村友祐／著 未來社 F/ｷﾑ
アカガミ 窪美澄／著 河出書房新社 F/ｸﾎﾞ
モップの精は旅に出る 近藤史恵／著 実業之日本社 F/ｺﾝ
防諜捜査 今野敏／著 文藝春秋 F/ｺﾝ
アンと青春 坂木司／著 光文社 F/ｻｶ
ハーレーじじいの背中 坂井希久子／著 双葉社 F/ｻｶ
コロボックルに出会うまで 佐藤さとる／著 偕成社 F/ｻﾄ

＊ いのちをむすぶ 佐藤初女／著 集英社 914.6/ｻﾄ
これからを生きるあなたに伝えたいこと 瀬戸内寂聴・美輪明宏／著 マガジンハウス F/ｾﾄ
謎の女幽蘭 出久根達郎／著 筑摩書房 F/ﾃﾞｸ
彼女に関する十二章 中島京子／著 中央公論新社 F/ﾅｶ
飛鳥Ⅱの身代金 西村京太郎／著 文藝春秋 F/ﾆｼ
虹の巣 野中ともそ／著 KADOKAWA F/ﾉﾅ
若様とロマン 畠中恵／著 講談社 F/ﾊﾀ
辛夷の花 葉室麟／著 徳間書店 F/ﾊﾑ
女の七つの大罪 林真理子・小島慶子／著 KADOKAWA F/ﾊﾔ
暗幕のゲルニカ 原田マハ／著 新潮社 F/ﾊﾗ
マチネの終わりに 平野啓一郎／著 毎日新聞出版 F/ﾋﾗ
ふたりの文化祭 藤野恵美／著 KADOKAWA F/ﾌｼﾞ
武蔵無常 藤沢周／著 河出書房新社 F/ﾌｼﾞ
リフォームの爆発 町田康／著 幻冬舎 F/ﾏﾁ
ニセモノの妻 三崎亜記／著 新潮社 F/ﾐｻ
クロコダイル路地 1・2 皆川博子／著 講談社 F/ﾐﾅ
ワンダフル・ワールド 村山由佳／著 新潮社 F/ﾑﾗ
風聞き草墓標 諸田玲子／著 新潮社 F/ﾓﾛ
筆跡はお見とおし 山下貴光／著 河出書房新社 F/ﾔﾏ
本懐に候 山本音也／著 小学館 F/ﾔﾏ
ロバのサイン会 吉野万理子／著 光文社 F/ﾖｼ
模範郷 リービ英雄／著 集英社 F/ﾘﾋﾞ
あやしい探検隊台湾ニワトリ島乱入 椎名誠／著 KADOKAWA 915.6/ｼｲ

　　外国文学
寒い夜 巴金／作 岩波書店 B923.7/ﾊﾟﾁ

夜、僕らは輪になって歩く ダニエル・アラルコン／著 新潮社 933/ｱﾗ
屋根裏の仏さま ジュリー・オオツカ／著 新潮社 933/ｵﾂ
僕の名はアラム ウィリアム・サローヤン／著 新潮社 B933/ｻﾛ
ブレイクの隣人 トレイシー・シュヴァリエ／著 柏書房 933/ｼｭ

＊ ブラウン神父の無垢なる事件簿 G.K.チェスタートン／著 早川書房 933/ﾁ
結婚式のメンバー カーソン・マッカラーズ／著 新潮社 B933/ﾏｯ
過ぎ去りし世界 デニス・ルヘイン／著 早川書房 933/ﾚﾍ
赤く微笑む春 ヨハン・テオリン／著 早川書房 949.8/ﾃｵ
夏に凍える舟 ヨハン・テオリン／著 早川書房 949.8/ﾃｵ
ラガ バヌアツ-紀行・案内記 ル・クレジオ／著 岩波書店 955/ﾙｸ


