
28 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

29 金

30 土 よっといでたいむ

24 日 おはなしの森

25 月 月曜日　休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館

22 金

23 土 祝日　休館 祝日　休館

20 水 水曜日　休館

21 木

18 月 祝日　休館 祝日　休館

19 火 火曜日　休館

16 土 ちっちゃなかぜおはなし会

17 日

14 木

15 金 よっといでたいむ

12 火 火曜日　休館

13 水 水曜日　休館

10 日 きじっこおはなし会

11 月 月曜日　休館

3 日

8 金

9 土

6 水 水曜日　休館

7 木

石　　部 甲　　西

1 金 ちっちゃなかぜおはなし会

4 月 月曜日　休館

5 火 火曜日　休館

2 土 親子プレイステーション

「図書館だより」 2017年9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）  

 

古布の輝き展～かがやく反射糸〜 
 

 リサイクルプラザで古着をリフォームする活

動をして15年。滋賀県警察本部交通部交通企

画課の協力のもと反射糸を使った夜間に光る

作品やユニバーサルデザインの作品などを展

示します。9月22日（金）には反射糸を使った古

布リフォーム体験教室もあります。 

 詳しくはチラシをご覧下さい。 
 

【期間】 ９月９日（土）～１０月１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 
 

 図書館で自分の貸出カードで本を借りると

１ポイント、おはなし会や人形劇に参加する

と２ポイントもらえます。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 
 

 
 

 

図書館協議会 
 

【日時】 9月20日（水） 午後6時～8時 
 

【場所】甲西図書館 

 

※傍聴できます 

（閉館していますので、駐車場側の通用口か

らお入りください。） 
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１６：３０～１７：００

１２：５５～１３：２５

石部南まちづくりセンター 27日（水） １６：００～１６：３０

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：１０～１３：５０

１３：０５～１３：３０

１５：３０～１６：００

20日（水）

27日（水）

妙感寺多目的集会所

菩提寺小学校　

岩根まちづくりセンター

菩提寺北小学校

6日（水） １０：２５～１０：４５

１２：５５～１３：３５

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

6日（水）

6日（水）

6日（水）

7日（木）

7日（木）

7日（木）

7日（木）

13日（水）

13日（水）

13日（水）

１０：２５～１０：４５

水戸小学校 三雲東小学校

下田小学校 サンヒルズ甲西駐車場 １６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：００～１３：４０20日（水）

20日（水） １５：３０～１６：００

三雲ふれあいセンター

石部小学校 岩根小学校

１５：３０～１６：００

13日（水）

20日（水）

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

場　　所 場　所日　時 日　時

菩提寺まちづくりセンター 三雲小学校

移動図書館車マツゾウくん ９月の巡回予定 

  
 

１０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。 

１５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。 

３０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。 

         

  
 

１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。 

１６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。 

２４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 

  

  

９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
高校図書館デイズ 成田康子／著 筑摩書房 017.4/ｺ
アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー／著 紀伊國屋書店 018.0/ｱ
世界鳥類神話 篠田知和基／著 八坂書房 164/ｾ

＊ 土偶界へようこそ 譽田亜紀子／著 山川出版社 210.2/ｺ
消えゆく太平洋戦争の戦跡 「消えゆく太平洋戦争の戦跡」編集委員会／編 山川出版社 210.7/ｷ
甲骨文の話 松丸道雄／著 大修館書店 222.0/ｺ
路地の子 上原善広／著 新潮社 289.1/ｳｴ
美しき闘争 タナハシ・コーツ／著 慶應義塾大学出版会 289.3/ｺﾂ
親権と子ども 榊原富士子・池田清貴／著 岩波書店 324.6/ｼ
「赤ちゃんポスト」は、それでも必要です。 田尻由貴子／著 ミネルヴァ書房 369.4/ｱ
部活があぶない 島沢優子／著 講談社 375.1/ﾌﾞ
世界の屋台メシ ジャン=フランソワ・マレ／著 グラフィック社 383.8/ｾ
13歳から身につける一生モノの文章術 近藤勝重／著 大和出版 816/ｼﾞ

　　政治・経済
反脆弱性 上下 ナシーム・ニコラス・タレブ／著 ダイヤモンド社 301/ﾊ

＊ 楽しい縮小社会 森まゆみ・松久寛／著 筑摩書房 304/ﾓ
分解するイギリス イギリス-政治・行政 近藤康史／著 筑摩書房 312.3/ﾌﾞ
世界を分断する「壁」 A.ノヴォスロフ・F.ネス／著 原書房 312.9/ｾ
トランプ時代の日米新ルール 薮中三十二／著 PHP研究所 319.5/ﾄ
孫正義300年王国への野望 杉本貴司／著 日本経済新聞出版社 335.1/ｿ
労基署がやってきた! 森井博子／著 宝島社 366.1/ﾛ
拉致と日本人 蓮池透・辛淑玉／著 岩波書店 391.6/ﾗ
江戸・明治百姓たちの山争い裁判 渡辺尚志／著 草思社 651.1/ｴ
近江商人学入門 改訂版 末永國紀／著 サンライズ出版 672.1/ｵ

　　科学・医学・工学
＊ 時空のからくり 山田克哉／著 講談社 421/ﾔ

奇妙で美しい石の世界 山田英春／著 筑摩書房 458/ｷ
見つけて育てる生きもの飼い方ブック 新宅広二／著 メイツ出版 480.7/ﾐ
バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著 光文社 486.4/ﾊﾞ
汗はすごい 菅屋潤壹／著 筑摩書房 491.3/ｱ
世界一まじめなおしっこ研究所 金子大輔／著 都あきこ／イラスト 保育社 491.3/ｾ
アルビノの話をしよう 石井更幸／編著 解放出版社 493.1/ｱ
実録・交渉の達人　国際標準化戦争秘録 原田節雄／著 日経BP社 509.1/ｼﾞ
足の下のステキな床 今井晶子・奥川純一・西村依莉／著 グラフィック社 529/ｱ
地質のプロが教える街の中で見つかる「すごい石」 西本昌司／著 日本実業出版社 569.8/ﾁ
眺望絶佳の打ち上げ花火 金武武／著 日本煙火協会／監修 玄光社 575.9/ﾁ
JAに何ができるのか 奥野長衛・佐藤優／著 新潮社 611.6/ｼﾞ

　　芸術・スポーツ
いちまいの絵 原田マハ／著 集英社 720.4/ｲ
あるかしら書店 ヨシタケシンスケ／著 ポプラ社 726.5/ｱ
アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし アンディ・ウォーホル／著 河出書房新社 726.5/ｱ
「いる」じゃん くどうなおこ／作 松本大洋／絵 スイッチ・パブリッシング 726.5/ｲ
愛されすぎたぬいぐるみたち マーク・ニクソン／写真・文 オークラ出版 759/ｱ
絶望している暇はない 舘野泉／著 小学館 762.1/ﾀﾃ
ちゃぶ台返しの歌舞伎入門 矢内賢二／著 新潮社 774/ﾁ

＊ 「男はつらいよ」を旅する 川本三郎／著 新潮社 778.2/ｶ
ダメなときほど「言葉」を磨こう 萩本欽一／著 集英社 779.9/ﾊｷﾞ
美宇は、みう。 平野真理子／著 健康ジャーナル社 783.6/ﾋﾗ

７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
俵万智 河出書房新社 911.1/ﾀﾜ
永田和宏作品集 1 永田和宏／著 青磁社 911.1/ﾅｶﾞ/1

＊ まど・みちお詩集 まどみちお／著 谷川俊太郎／編 岩波書店 911.5/ﾏ
バブルノタシナミ 阿川佐和子／著 世界文化社 F/ｱｶﾞ
福袋 朝井まかて／著 講談社 F/ｱｻ
風と共にゆとりぬ 朝井リョウ／著 文藝春秋 F/ｱｻ
薫風ただなか あさのあつこ／著 KADOKAWA F/ｱｻ
悪寒 伊岡瞬／著 集英社 F/ｲｵ
ゼンマイ 戌井昭人／著 集英社 F/ｲﾇ
水底は京の朝 岩下悠子／著 新潮社 F/ｲﾜ
病巣 江上剛／著 朝日新聞出版 F/ｴｶﾞ
デイ・トリッパー 梶尾真治／著 キノブックス F/ｶｼﾞ
声なき叫び 小杉健治／著 双葉社 F/ｺｽ
変幻 今野敏／著 講談社 F/ｺﾝ
女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原理恵子／著 KADOKAWA F/ｻｲ
敵討ちか主殺しか 佐藤雅美／著 講談社 F/ｻﾄ
ししりばの家 澤村伊智／著 KADOKAWA F/ｻﾜ
煌(きらり) 志川節子／著 徳間書店 F/ｼｶﾞ
マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也／著 祥伝社 F/ｼｮ
世界のすべてのさよなら 白岩玄／著 幻冬舎 F/ｼﾗ
黒い波紋 曽根圭介／著 朝日新聞出版 F/ｿﾈ
婚活探偵 大門剛明／著 双葉社 F/ﾀﾞｲ
政略結婚 高殿円／著 KADOKAWA F/ﾀｶ
茄子の輝き 滝口悠生／著 新潮社 F/ﾀｷ
左京区桃栗坂上ル 瀧羽麻子／著 小学館 F/ﾀｷ
チャップリン暗殺指令 土橋章宏／著 文藝春秋 F/ﾄﾞﾊﾞ
紅城奇譚 鳥飼否宇／著 講談社 F/ﾄﾘ
天狗の回路 中上紀／著 筑摩書房 F/ﾅｶ
もう生まれたくない 長嶋有／著 講談社 F/ﾅｶﾞ
息子と狩猟に 服部文祥／著 新潮社 F/ﾊｯ
古都再見 葉室麟／著 新潮社 F/ﾊﾑ
ドローン探偵と世界の終わりの館 早坂吝／著 文藝春秋 F/ﾊﾔ
あなたの隣にいる孤独 樋口有介／著 文藝春秋 F/ﾋｸﾞ
明治ガールズ 藤井清美／著 KADOKAWA F/ﾌｼﾞ
タフガイ 藤田宜永／著 早川書房 F/ﾌｼﾞ
蒼のファンファーレ 古内一絵／著 小学館 F/ﾌﾙ
dele 本多孝好／著 KADOKAWA F/ﾎﾝ
パーマネント神喜劇 万城目学／著 新潮社 F/ﾏｷ
標的 真山仁／著 文藝春秋 F/ﾏﾔ
某には策があり申す 谷津矢車／著 角川春樹事務所 F/ﾔﾂ

　　外国文学
おとなのためのやさしい漢詩教室 三羽邦美／著 瀬谷出版 921/ﾐﾜ
世事は煙の如し 余華／著 岩波書店 923.7/ﾕｲ
ほとんど見えない マーク・ストランド／著 港の人 931/ｽﾄ

＊ フロスト始末 上下 R.D.ウィングフィールド／著 東京創元社 B933/ｳ
書架の探偵 ジーン・ウルフ／著 早川書房 933/ｳﾙ
凍った夏 ジム・ケリー／著 東京創元社 B933/ｹﾘ
ガラスの封筒と海と アレックス・シアラー／著 求龍堂 933/ｼｱ
その犬の歩むところ ボストン・テラン／著 文藝春秋 B933/ﾃﾗ
われらの独立を記念し スミス・ヘンダースン／著 早川書房 933/ﾍﾝ
木に登る王 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933/ﾐﾙ
暗黒結晶 上下 ジェームズ・ロリンズ／著 扶桑社 B933/ﾛﾘ
イヴの迷宮 上下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 B933/ﾛﾘ
小さなモネ-アイリス・グレース-　自閉症の少女と子猫の奇跡 アラベラ・カーター・ジョンソン／著 辰巳出版 936/ｶﾀ
『ハイジ』の生まれた世界 森田安一／著 教文館 940.2/ｽﾋﾟ
階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 943/ｼｭ
ちいさな国で ガエル・ファイユ／著 早川書房 953/ﾌｧ
シュレーディンガーの猫を追って フィリップ・フォレスト／著 河出書房新社 953/ﾌｫ
リラとわたし エレナ・フェッランテ／著 早川書房 973/ﾌｪ


