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「図書館だより」 2017年８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 

   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】 開催中～２７日（日） 

【場所】 甲西図書館２階 展示コーナー 

 

   中学生による本の帯展 
市内中学校の生徒が自分の好きな本や紹介したい本

の帯を作成しました。その中からコンテスト上位入

賞者の作品を展示します。 
 

【期間】 甲西図書館（開架室） 

      ８月１０日（木）～８月２３日（水） 

     石部図書館（開架室） 

      ８月２５日（金）～９月３日（日） 
 

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】１０月２１日（土）～１１月１２日（日） 

【対象】    中学生以下 

 

  おにぎり村の人形劇   
 

【日時】  ８月２６日（土） 午後2時～ 

【場所】  甲西図書館２階 視聴覚室 

【演目】  「こぎつねコンとこだぬきポン」ほか 

【定員】  当日先着１００人 

 

第９回「知的書評合戦ビブリオバトル 

           ｉｎ ＫＯＮＡＮ」 
あなたのオススメの本を５分で紹介してください。

どの本が読みたくなったか投票しましょう。紹介者

としての出場、観客としての参加どちらもできます。 

【日時】  ８月27日（日）午後１時３０分～３時 

【場所】  甲西図書館２階 視聴覚室 

【主催】  湖南市ビブリオバトル実行委員会 

【申込方法】両図書館のカウンターおよび電話 
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１６：００～１６：３０　妙感寺多目的集会所

岩根まちづくりセンター

　サンヒルズ甲西駐車場

下田まちづくりセンター

　中山生協集会所予定地

石部南まちづくりセンター

場　　所 場　　所

　２（水）

日　時

菩提寺まちづくりセンター

　北山台自治会館

三雲ふれあいセンター

移動図書館車マツゾウくん  

８月の巡回予定 

  
 

６日（日）きじっこおはなし会 

  午後１０時３０分～１１時３０分（幼児～小学生向） 

  グループ「ピッコロロ」による、こわいおはなし会 

１８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。 

２６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。 

         

  
 

４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。 

 １９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。 

 

 ２７日（日）おはなしの森 

  午後３時～３時半（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。  

 
  

甲西図書館 

  

  

８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 

※７月２２日（金）～８月３１日（水）は夏休み期間につき小学校は運休します。 

※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
もっとヘンな論文 サンキュータツオ／著 KADOKAWA 049/ﾓ
逆説の法則 西成活裕／著 新潮社 141.5/ｷﾞ
美しい日本のくせ字 井原奈津子／著 パイインターナショナル 141.9/ｳ
異邦から/へのまなざし 白幡洋三郎・劉建輝／編著 思文閣出版 210.6/ｲ
人生を動かす仕事の楽しみ方 新津春子／著 大和書房 289.1/ﾆｲ
教養としての社会保障 香取照幸／著 東洋経済新報社 364/ｷ
女子と貧困 雨宮処凛／著 かもがわ出版 367.2/ｼﾞ
わたしが子どもをもたない理由(わけ) 下重暁子／著 かんき出版 367.2/ﾜ

＊ 世界の産声に耳を澄ます 石井光太／著 朝日新聞出版 368/ｲ
スパイの血脈 ブライアン・デンソン／著 早川書房 391.6/ｽ
「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー・L.スコット／著 大和書房 590.4/ﾘ
あじフライを有楽町で 平松洋子／著 安西水丸／画 文藝春秋 596.0/ｱ

＊ オノマトペの謎 窪薗晴夫／編 岩波書店 814/ｵ

　　政治・経済
一刀両断 櫻井よしこ／著 新潮社 304/ｲ
歴史の逆襲 ジェニファー・ウェルシュ／著 朝日新聞出版 304/ﾚ
アメリカ大統領図鑑 開発社／著 秀和システム 312.5/ｱ
象徴天皇制の成立 茶谷誠一／著 NHK出版 313.6/ｼ
中高生からの選挙入門 谷隆一／著 ぺりかん社 314.8/ﾁ
裁判所の正体 瀬木比呂志・清水潔／著 新潮社 327.1/ｻ

＊ トランプは市場に何をもたらすか!? 竹中平蔵／ほか著 KADOKAWA 330.4/ﾄ
ケインズを読み直す 根井雅弘／著 白水社 331.7/ｹ
偽りの経済政策 服部茂幸／著 岩波書店 332.1/ｲ
小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田朝子／ほか著 シーアンドアール研究所 337/ｼ

　　科学・医学・工学
南極大陸大紀行 南極OB会編集委員会／編 成山堂書店 402.9/ﾅ
三つの石で地球がわかる 藤岡換太郎／著 講談社 458/ﾐ
すばらしい海洋生物の世界 C.ロバーツ・A.マスタード／写真 創元社 481.7/ｽ
先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか! 小林朋道／著 築地書館 481.7/ｾ

＊ くらべてわかる昆虫 永幡嘉之／文・写真 奥山清市／写真 山と溪谷社 486.0/ﾅ
面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄／著 PHPエディターズ・グループ 491.1/ｵ
病気を見きわめる目のしくみ事典 若倉雅登／監修 技術評論社 496/ﾋﾞ
歯周病が寿命を縮める 花田信弘／著 法研 497.2/ｼ
うつ病休職 中嶋聡／著 新潮社 498.8/ｳ
建築という対話 光嶋裕介／著 筑摩書房 523.1/ｹ
琵琶湖を巡る鉄道 清水薫／著 サンライズ出版 536.1/ﾋﾞ
世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった。 本庄萌／著 ダイヤモンド社 645.9/ｾ

　　芸術・スポーツ
足で歩いた頃のこと 星野富弘／著 偕成社 723.1/ｱ
シンプルの正体 ディック・ブルーナ／画 ブルーシープ 726.5/ｼ
書のひみつ 古賀弘幸／著 佐々木一澄／イラスト 朝日出版社 728/ｼ

＊ 沖ノ島　神坐す「海の正倉院」 藤原新也／著 小学館 748/ﾌ
残したい手しごと日本の染織 片柳草生／著 世界文化社 753.2/ﾉ
キッチンでできる草木染めレッスン帖 佐藤麻陽／著 ブティック社 753.8/ｷ
点と魂と 小山実稚恵／著 梶山寿子／編著 KADOKAWA 762.1/ｺﾔ
みんなの朝ドラ 木俣冬／著 講談社 778.8/ﾐ
<ものまね>の歴史 石井公成／著 吉川弘文館 779.1/ﾓ
プロ野球・二軍の謎 田口壮／著 幻冬舎 783.7/ﾌﾟ

６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
＊ 芭蕉という修羅 嵐山光三郎／著 新潮社 911.32/ﾏ

7番街の殺人 赤川次郎／著 新潮社 F/ｱｶ
龍が哭く 秋山香乃／著 PHP研究所 F/ｱｷ
信長嫌い 天野純希／著 新潮社 F/ｱﾏ
悪左府の女 伊東潤／著 文藝春秋 F/ｲﾄ
あなたならどうする 井上荒野／著 文藝春秋 F/ｲﾉ
カンパニー 伊吹有喜／著 新潮社 F/ｲﾌﾞ
星の子 今村夏子／著 朝日新聞出版 F/ｲﾏ
孤道 内田康夫／著 毎日新聞出版 F/ｳﾁ
間取りと妄想 大竹昭子／著 亜紀書房 F/ｵｵ
カストロの尻 金井美恵子／著 新潮社 F/ｶﾅ
わがクラシック・スターたち 小林信彦／著 文藝春秋 F/ｺﾊﾞ
アンカー 今野敏／著 集英社 F/ｺﾝ
じごくゆきっ 桜庭一樹／著 集英社 F/ｻｸ
ファイト Muhammad ALI Fight 佐藤賢一／著 中央公論新社 F/ｻﾄ
わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本理生／著 幻冬舎 F/ｼﾏ
風とにわか雨と花 小路幸也／著 キノブックス F/ｼｮ
うたかたの日々 諏訪哲史／著 風媒社 F/ｽﾜ
囚われの島 谷崎由依／著 河出書房新社 F/ﾀﾆ
ガーデン 千早茜／著 文藝春秋 F/ﾁﾊ
1934年の地図 堂場瞬一／著 実業之日本社 F/ﾄﾞｳ
ドクター・デスの遺産 中山七里／著 KADOKAWA F/ﾅｶ
掟上今日子の裏表紙 西尾維新／著 講談社 F/ﾆｼ
最果ての街 西村健／著 角川春樹事務所 F/ﾆｼ
潮騒はるか 葉室麟／著 幻冬舎 F/ﾊﾑ
アノニム 原田マハ／著 KADOKAWA F/ﾊﾗ
自閉症のうた 東田直樹／著 KADOKAWA F/ﾋｶﾞ
新任刑事 古野まほろ／著 新潮社 F/ﾌﾙ
平家物語 犬王の巻 古川日出男／著 河出書房新社 F/ﾌﾙ
アンタッチャブル 前川裕／著 新潮社 F/ﾏｴ
風よ僕らに海の歌を 増山実／著 角川春樹事務所 F/ﾏｽ
三つの悪夢と階段室の女王 増田忠則／著 双葉社 F/ﾏｽ
満月の泥枕 道尾秀介／著 毎日新聞出版 F/ﾐﾁ
ホサナ 町田康／著 講談社 F/ﾏﾁ
山よ奔れ 矢野隆／著 光文社 F/ﾔﾉ
開化鐵道探偵 山本巧次／著 東京創元社 F/ﾔﾏ
母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ／著 河出書房新社 F/ﾔﾏ
遠くの街に犬の吠える 吉田篤弘／著 筑摩書房 F/ﾖｼ

　　外国文学
グラウンド・ゼロ 伊格言／著 白水社 923.7/ｴｺﾞ
ピンポン パクミンギュ／著 白水社 929.1/ﾊﾟｸ
スペース・オペラ ジャック・ヴァンス／著 国書刊行会 933/ｳﾞｧ
大諜報 上下 C.カッスラー・J.スコット／著 扶桑社 B933/ｶｯ
約束 ロバート・クレイス／著 東京創元社 B933/ｸﾚ
穢れの町 エドワード・ケアリー／著 東京創元社 933/ｹｱ
ブラックボックス 上下 マイクル・コナリー／著 講談社 B933/ｺﾅ
宿命の地 上下 ロバート・ゴダード／著 講談社 B933/ｺﾞﾀﾞ
私の名前はルーシー・バートン エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933/ｽﾄ
音楽と沈黙 1・2 ローズ・トレメイン／著 国書刊行会 933/ﾄﾚ
卵を産めない郭公 ジョン・ニコルズ／著 新潮社 B933/ﾆｺ
ケンジントン公園のピーター・パン バリー／著 光文社 B933/ﾊﾞﾘ
図書館は逃走中 デイヴィッド・ホワイトハウス／著 早川書房 933/ﾎﾜ
EVERYTHING,EVERYTHING ニコラ・ユン／著 静山社 933/ﾕﾝ

＊ 夜の夢見の川 T.スタージョン／ほか著 東京創元社 B933/ﾖ
寝た犬を起こすな イアン・ランキン／著 早川書房 933/ﾗﾝ
イートン校の2羽のフクロウ ジョナサン・フランクリン／著 エクスナレッジ 936/ﾌﾗ
太陽の石 オクタビオ・パス／著 文化科学高等研究院出版局 961/ﾊﾟｽ
楽園への道 マリオ・バルガス=リョサ／著 河出書房新社 B963/ﾊﾞﾙ

＊ ヴェサリウスの秘密 ジョルディ・ヨブレギャット／著 集英社 B963/ﾖ


