
○(株)潮　『きょうの料理』（甲西）
○湖南市工業会　『趣味の園芸』（石部）『日本児童文学』（甲西）『日経マネー』（甲西）『歴史街道』（甲西）
○(株)小西自動車　『おりがみ』（石部）『Baby-mo(ベビモ)』（石部）
○湖南市商工会女性部　『オレンジページ』（石部）（甲西）『Pre-mo(プレモ)』（石部）
○トヨタ紡織滋賀(株)　『月刊自家用車』（甲西）
○美松電気(株)　『Number』(甲西)
ほかにも３人の市民のかたに、スポンサーになっていただいています。ご支援、ありがとうございます。

30 日

31 月 月曜日は休館

28 金

月末整理日　休館 月末整理日　休館

29 土

26 水

27 木

水曜日は休館

24 月

おはなしの森

25 火

月曜日は休館

22 土

23 日

よっといでたいむ

火曜日は休館

よっといでたいむ

20 木

水曜日は休館

21 金

18 火

祝日は休館 祝日は休館

19 水

火曜日は休館

16 日

ちっちゃなかぜおはなし会

17 月

14 金

15 土

木

10 月

きじっこおはなし会

11 火

月曜日は休館

水曜日は休館

4 火

月曜日は休館

5 水

火曜日は休館

3 月

8 土

9 日

6 木

石　　部 甲　　西

1 土

ちっちゃなかぜおはなし会

2 日

水曜日は休館

7 金

12 水

火曜日は休館
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「図書館だより」 2017年7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） 

   

 歌人 河野裕子～植物を歌う～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。 
 【期間】 開催中～７月２３日（日） 

 【場所】 ２階 展示コーナー 

 
 

市民と戦争展 
戦時中の軍服などを、当時の写真とともに展示し

ます。 
【期間】 ７月２９日（土）～８月２７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 

    図書館ポイントラリー 
図書館で本を借りたり、おはなし会に参加すると、

ポイントがもらえ、ポイントがたまるとくじ引きで

すてきな景品がもらえます。 

【開催期間 】７月２２日（土）～１１月１２日（日） 

【くじ引き】 秋の読書週間の頃 

【対象】    中学生以下 

 

   
 

雑誌スポンサーをご紹介します。（敬称略、５０音順） 

展示（石部図書館） 

   田村一二と造形教育 at石部図書館 
甲西図書館で開催した展示『田村一二と造形教育』。

好評だった作品、約２０点を石部図書館でご覧いた

だけます。（前回展示した作品と重複します。） 

【期間】 開催中～７月２5日（火）まで 
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

菩提寺小学校　 １２日（水）１３：１０～１３：５０

岩根まちづくりセンター １２日（水）１５：３０～１６：００

菩提寺北小学校

１４日（金）１２：５５～１３：２５

１４日（金）１６：００～１６：３０

５日（水）１６：３０～１７：００

６日（木）１０：２５～１０：４５

１３日（木）１５：３０～１６：００

１３日（木）１６：３０～１７：００

場　　所 場　所日　時

５日（水）１０：２５～１０：４５

日　時

１２日（水）１６：３０～１７：００

菩提寺まちづくりセンター 三雲小学校

水戸小学校 三雲東小学校５日（水）１２：５５～１３：３５

５日（水）１５：３０～１６：００

１３日（木）１０：２５～１０：４５

１３日（木）１３：００～１３：４０

下田小学校 サンヒルズ甲西駐車場

石部南小学校 中山生協集会所予定地

北山台自治会館 下田まちづくりセンター

妙感寺多目的集会所 ６日（木）１６：３０～１７：００

１２日（水）１０：２５～１０：４５

三雲ふれあいセンター 石部南まちづくりセンター

石部小学校 岩根小学校６日（木）１３：０５～１３：３０

６日（木）１５：３０～１６：００

移動図書館車マツゾウくん ７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の時間。 

         

  
 

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 

  

  

７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。 

※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
スマホ廃人 石川結貴／著 文藝春秋 007.3/ｽ
哲学しててもいいですか? 三谷尚澄／著 ナカニシヤ出版 104/ﾃ
聖書と歎異抄 五木寛之・本田哲郎／著 東京書籍 193.0/ｾ
大航海時代の日本人奴隷 ルシオ・デ・ソウザ・岡美穂子／著 中央公論新社 209.5/ﾀﾞ
ぼくの村は壁で囲まれた　パレスチナに生きる子どもたち 高橋真樹／著 現代書館 228.5/ﾎﾞ

＊ 世界の果てのありえない場所 T.エルボラフ・A.ホースフィールド／著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.9/ｴ
猿神のロスト・シティ ダグラス・プレストン／著 NHK出版 295.7/ｻ
赤い韓国 櫻井よしこ・呉善花／著 産経新聞出版 302.2/ｱ
モラルの起源 亀田達也／著 岩波書店 361.4/ﾓ
NHKニッポン戦後サブカルチャー史 深掘り進化論 宮沢章夫／ほか著 NHK出版 361.5/ｴ

＊ 熊本地震2016の記憶 岩岡中正・高峰武／編 弦書房 369.3/ｸ
ある日うっかりPTA 杉江松恋／著 KADOKAWA 374.6/ｱ
父親ができる最高の子育て 高濱正伸／著 ポプラ社 379.9/ﾁ

　　政治・経済
国旗で知る国際情勢 ティム・マーシャル／著 原書房 311.3/ｺ
ワシントン緊急報告アメリカ大乱 吉野直也／著 日経BP社 312.5/ﾜ
「天皇機関説」事件 山崎雅弘／著 集英社 323.1/ﾃ
私にとっての憲法 岩波書店編集部／編 岩波書店 323.1/ﾜ
人間の経済 宇沢弘文／著 新潮社 331.0/ﾆ
あの会社はこうして潰れた 藤森徹／著 日本経済新聞出版社 335.2/ｱ
SPRINT最速仕事術 ジェイク・ナップ／ほか著 ダイヤモンド社 336.2/ｽ
女子の給料&職業図鑑 給料BANK／著 宝島社 366.4/ｼﾞ
人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田有史／編 慶應義塾大学出版会 366.4/ﾋ
スノーデン日本への警告 エドワード・スノーデン／ほか著 集英社 391.6/ｽ

　　科学・医学・工学
＊ 天体写真の教科書 牛山俊男／著 誠文堂新光社 442.7/ｳ

深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋真／著 岩波書店 457/ﾌ
＊ 身近な自然の観察図鑑 盛口満／著 筑摩書房 460.7/ﾓ
＊ 知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑 藤井久子／著 家の光協会 475.0/ﾌ

心を操る寄生生物 キャスリン・マコーリフ／著 インターシフト 481.7/ｺ
熊が人を襲うとき 米田一彦／著 つり人社 489.5/ｸ

＊ 薬はリスク? 宮坂信之／著 法研 499.1/ﾐ
近江の古民家 石川慎治／著 サンライズ出版 521.8/ｵ
日本一小さな農業高校の学校づくり 品田茂／著 岩波書店 526.3/ﾆ
食品偽装を科学で見抜く R.エバーシェッド・N.テンプル／著 日経BP社 588.0/ｼ
車いす犬ラッキー 小林照幸／著 毎日新聞出版 645.6/ｸ
アジサイはなぜ葉にアルミ毒をためるのか 渡辺一夫／著 築地書館 653.2/ｱ

　　芸術・スポーツ
ブリューゲルの世界 森洋子／著 新潮社 723.3/ﾌﾞﾘ
原点　戦争を描く、人間を描く 安彦良和・斉藤光政／著 岩波書店 726.1/ﾔｽ

＊ わたしの好きな子どものうた 安野光雅／著 講談社 726.5/ｱ
字が汚い! 新保信長／著 文藝春秋 728.9/ｼﾞ
リース（wreath） 鍵井靖章／写真文 日経ナショナルジオグラフィック社 748/ﾘ
フィンランド・デザインの原点 橋本優子／著 東京美術 757.0/ﾌ
メイン・ストリートのならず者　ザ・ローリング・ストーンズ ビル・ヤノヴィッツ／著 水声社 764.7/ﾒ
相撲 土屋喜敬／著 法政大学出版局 788.1/ｽ

＊ 忍者の誕生 吉丸雄哉・山田雄司／編 勉誠出版 789.8/ﾆ
茶人・小堀遠州の正体 矢部良明／著 KADOKAWA 791.2/ｺﾎﾞ

５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
子規の音 森まゆみ／著 新潮社 911.3/ﾏｻ
来てけつかるべき新世界 上田誠／著 白水社 912.6/ｳｴ
やすらぎの郷 上 倉本聰／著 双葉社 912.7/ｸﾗ
宇治の結び 上下 紫式部／著　荻原規子／訳 理論社 913.3/ｳ
人質オペラ 荒木源／著 講談社 F/ｱﾗ
アキラとあきら 池井戸潤／著 徳間書店 BF/ｲｹ
ライプツィヒの犬 乾緑郎／著 祥伝社 F/ｲﾇ
家康の遠き道 岩井三四二／著 光文社 F/ｲﾜ
幸福のパズル 折原みと／著 講談社 F/ｵﾘ
たゆたいエマノン 梶尾真治／著 徳間書店 F/ｶｼﾞ
赤いゾンビ、青いゾンビ。 川上弘美／著 門馬則雄／絵 平凡社 F/ｶﾜ
フォークロアの鍵 川瀬七緒／著 講談社 F/ｶﾜ
ゴルゴダ騎兵団 菊地秀行／著 祥伝社 F/ｷｸ
さようなら、お母さん 北里紗月／著 講談社 F/ｷﾀ
本性 黒木渚／著 講談社 F/ｸﾛ
ホライズン 小島慶子／著 文藝春秋 F/ｺｼﾞ
人生という花 小檜山博／著 河出書房新社 F/ｺﾋ
ライオン・ブルー 呉勝浩／著 KADOKAWA F/ｺﾞ
猫の傀儡 西條奈加／著 光文社 F/ｻｲ
しみ 坂口恭平／著 毎日新聞出版 F/ｻｶ
上海殺人人形(ドール) 獅子宮敏彦／著 原書房 F/ｼｼ
花の俳人加賀の千代女 清水昭三／著 アルファベータブックス F/ｼﾐ
小辞譚 加藤ジャンプ／ほか著 猿江商會 F/ｼｮ
ラブ・ミー・テンダー 小路幸也／著 集英社 F/ｼｮ
人生の選択 曽野綾子／著 海竜社 F/ｿﾉ
作家的覚書 高村薫／著 岩波書店 F/ﾀｶ
竹久夢二童話集 竹久夢二／著 パンローリング F/ﾀｹ
ショートショート・BAR 田丸雅智／著 光文社 F/ﾀﾏ
父 辻仁成／著 集英社 F/ﾂｼﾞ
かがみの孤城 辻村深月／著 ポプラ社 F/ﾂｼﾞ
冬雷 遠田潤子／著 東京創元社 F/ﾄｵ
凄腕 永瀬隼介／著 文藝春秋 F/ﾅｶﾞ
人類最強のときめき 西尾維新／著 講談社 F/ﾆｼ
十津川警部高山本線の秘密 西村京太郎／著 小学館 F/ﾆｼ
ニャンニャンにゃんそろじー 有川浩／ほか著 講談社 F/ﾆｬ
ぷろぼの 楡周平／著 文藝春秋 F/ﾆﾚ
宿命と真実の炎 貫井徳郎／著 幻冬舎 F/ﾇｸ
22年目の告白 浜口倫太郎／著 講談社 F/ﾊﾏ
僕が殺した人と僕を殺した人 東山彰良／著 文藝春秋 F/ﾋｶﾞ
ストラディヴァリウスを上手に盗む方法 深水黎一郎／著 河出書房新社 F/ﾌｶ
女系の教科書 藤田宜永／著 講談社 F/ﾌｼﾞ
劇場 又吉直樹／著 新潮社 F/ﾏﾀ
永遠の道は曲りくねる 宮内勝典／著 河出書房新社 F/ﾐﾔ
落語魅捨理(ミステリ)全集 山口雅也／著 講談社 F/ﾔﾏ
ファイアスターター 結城充考／著 祥伝社 F/ﾕｳ

＊ 井上ひさしから、娘へ 井上ひさし・井上綾／著 文藝春秋 915.6/ｲ

　　外国文学
時の一雫 セーニー・サオワポン／著 大同生命国際文化基金 929.3/ｾﾆ
ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン／著 小学館 933/ｲｶﾞ
人みな眠りて カート・ヴォネガット／著 河出書房新社 933/ｳﾞｫ
林檎の木から、遠くはなれて トレイシー・シュヴァリエ／著 柏書房 933/ｼｭ
ほどける エドウィージ・ダンティカ／著 作品社 933/ﾀﾞﾝ
楽園 キャンディス・フォックス／著 東京創元社 B933/ﾌｫ
母の記憶に ケン・リュウ／著 早川書房 933/ﾘｭ
ブルー・マーズ 上下 キム・スタンリー・ロビンスン／著 東京創元社 B933/ﾛﾋﾞ
おやすみ、リリー スティーヴン・ローリー／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933/ﾛﾘ
誓います　結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味 ダン・サヴェージ／著 みすず書房 936/ｻｳﾞ
誘拐されたオルタンス ジャック・ルーボー／著 東京創元社 B953/ﾙﾎﾞ
とるにたらないちいさないきちがい アントニオ・タブッキ／著 河出書房新社 973/ﾀﾌﾞ


