
31 火 火曜日　休館

26 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

27 金

28 土 よっといでたいむ

29 日 おにぎり村の人形劇

30 月 月曜日　休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

22 日 おはなしの森

23 月 月曜日　休館

20 金 よっといでたいむ

21 土 ちっちゃなかぜおはなし会

18 水 水曜日　休館

19 木

16 月 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

14 土

15 日

12 木

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

9 月 祝日　休館 祝日　休館

6 金 ちっちゃなかぜおはなし会

7 土 親子プレイステーション

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

8 日 きじっこおはなし会

石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

5 木

「図書館だより」 2017年10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）

東海道展
東海道五十三次のうち51番目の宿場として栄

えた石部宿。10月28日に開催される「東海道

石部宿まつり」や11月25日・26日開催の

「東海ウォークみちくさコンパス」に併せ東海

道ゆかりの品を展示します。

【期間】

１０月２１日（土）～１１月２６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

図書館祭り開催！！

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～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】 １０月２９日（日）

午後２時～３時

【場所】 ２階 視聴覚室

【演目】 『三びきのこぶた』ほか

【定員】 １００人（当日先着順）



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

妙感寺多目的集会所

菩提寺小学校　

岩根東農業集落センター

菩提寺北小学校

１１（水）

１１（水）

１３：１０～１３：５０

１５：３０～１６：００

場　　所

三雲ふれあいセンター

　４（水）

　５（木）

　５（木）

　５（木）

　５（木）

１１（水）

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：０５～１３：３０

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

場　所日　時 日　時

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

下田小学校 サンヒルズ甲西駐車場

　４（水）

　４（水）

１０：２５～１０：４５

１２：５５～１３：３５

１５：３０～１６：００

石部南まちづくりセンター

石部小学校 岩根小学校

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

　４（水）

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

１２：５５～１３：２５

１６：００～１６：３０

１１（水）

１８（水）

１８（水）

１８（水）

１８（水）

２５（水）

２５（水）

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：００～１３：４０

移動図書館車マツゾウくん 10月の巡回予定

８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。

２０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。

２８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。

６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。

２１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。

２２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
10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
昭和こども図書館 初見健一／著 大空出版 019.5/ｼ

＊ お咒（まじな）い日和 加門七海／著 KADOKAWA 147.1/ｶ
多動力　全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル 堀江貴文／著 幻冬舎 159/ﾀ
世にも美しい教養講義超図解宗教 M.グランプレ／文 M.ダルモン／絵 ディスカヴァー・トゥエンティワン 160/ﾖ
図録全国の美しい御朱印 八木透／監修 マイナビ出版 186.9/ｽﾞ
海賊の世界史 桃井治郎／著 中央公論新社 209/ｶ
観応（かんのう）の擾乱（じょうらん） 亀田俊和／著 中央公論新社 210.4/ｶ
広辞苑はなぜ生まれたか 新村恭／著 世界思想社 289.1/ｼﾝ
十二章のイタリア 内田洋子／著 東京創元社 293.7/ｼﾞ

＊ 日本の異界名古屋 清水義範／著 ベストセラーズ 361.4/ｼ
誰もボクを見ていない　なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか 山寺香／著 ポプラ社 368.7/ﾀﾞ
「生活保護なめんな」ジャンパー事件から考える 生活保護問題対策全国会議／編 あけび書房 369.2/ｾ
歴メシ!　世界の歴史料理をおいしく食べる 遠藤雅司／著 柏書房 383.8/ﾚ

　　政治・経済
アメリカ帝国衰亡論・序説 中西輝政／著 幻冬舎 312.5/ｱ
ボコ・ハラム　イスラーム国を超えた「史上最悪」のテロ組織 白戸圭一／著 新潮社 316.4/ﾎﾞ
私にはいなかった祖父母の歴史 イヴァン・ジャブロンカ／著 名古屋大学出版会 316.8/ﾜ
マル暴捜査 今井良／著 新潮社 317.7/ﾏ
石つぶて　警視庁二課刑事の残したもの 清武英利／著 講談社 326.2/ｲ
衰退の法則　日本企業を蝕むサイレントキラーの正体 小城武彦／著 東洋経済新報社 335.2/ｽ

＊ ナディアが群れを離れる理由 J.P.コッター・H.ラスゲバー／著 ダイヤモンド社 336.3/ｺ
京近江の豪商列伝 京都新聞社／編著 サンライズ出版 672.1/ｷ
くらべる値段 おかべたかし／文 山出高士／写真 東京書籍 675.1/ｸ
ヤマト正伝　小倉昌男が遺したもの 日経ビジネス／編著 日経BP社 685.9/ﾔ

　　科学・医学・工学
必勝法の数学 徳田雄洋／著 岩波書店 417.2/ﾋ
発光する生物の謎 マーク・ジマー／著 西村書店 431.5/ﾊ
海の温暖化 日本海洋学会／編集 朝倉書店 452/ｳ
終わりなき侵略者との闘い 五箇公一／著 小学館クリエイティブ 468/ｵ

＊ いただきますの水族館 中村元・山内創／著 瀬戸内人 480.7/ｲ
希望のごはん　夫の闘病を支えたおいしい介護食ストーリー クリコ／著 日経BP社 498.5/ｸ
町を住みこなす　超高齢社会の居場所づくり 大月敏雄／著 岩波書店 527/ﾏ
JRに未来はあるか 上岡直見／著 緑風出版 536.1/ｼﾞ
森の巨人たち　巨樹と出会う-近畿とその周辺の山 草川啓三／著 ナカニシヤ出版 653.2/ﾓ
琵琶湖の漁業いま・むかし 山根猛／著 サンライズ出版 S664.2/01
ときめく金魚図鑑 尾園暁／写真・文 山と溪谷社 666.9/ﾄ
日航123便墜落の新事実 青山透子／著 河出書房新社 687.7/ﾆ

　　芸術・スポーツ
＊ 月岡芳年 妖怪百物語 月岡芳年／画 青幻舎 721.8/ﾂ

怖い絵のひみつ。 中野京子／著 KADOKAWA 723/ｺ
馬場のぼる ねこと漫画と故郷と 馬場のぼる／著 こぐま社 726.1/ﾊﾞﾊﾞ

奇跡の歌　戦争と望郷とペギー葉山 門田隆将／著 小学館 767.8/ｷ
サザンオールスターズ1978-1985 スージー鈴木／著 新潮社 767.8/ｻ
バレエの立ち方できてますか? 佐藤愛／著 東洋出版 769/ﾊﾞ
白髪のうた 市原悦子／著 春秋社 775.1/ｲﾁ
文藝芸人 文藝春秋 779.1/ﾌﾞ
表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭／著 KADOKAWA 779.1/ﾜｶ
殴られて野球はうまくなる!? 元永知宏／著 講談社 783.7/ﾅ

８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
戦争をよむ 中川成美／著 岩波書店 904/ｾ
擬人化と異類合戦の文芸史 伊藤慎吾／著 三弥井書店 910.2/ｷﾞ
ひとり 瀬戸内寂聴／著 深夜叢書社 911.3/ｾﾄ
弥栄の烏 阿部智里／著 文藝春秋 F/ｱﾍﾞ

＊ お隣さんは小さな魔法使い 有間カオル／著 西島大介／イラスト KADOKAWA 913.6/ｱﾘ
濱地健三郎の霊（くしび）なる事件簿 有栖川有栖／著 KADOKAWA F/ｱﾘ
ヒストリア 池上永一／著 KADOKAWA F/ｲｹ
嘘をつく器 死の曜変天目 一色さゆり／著 宝島社 F/ｲｯ
AX 伊坂幸太郎／著 KADOKAWA F/ｲｻ
完本春の城 石牟礼道子／著 藤原書店 F/ｲｼ
ジャパン・トリップ 岩城けい／著 KADOKAWA F/ｲﾜ
塔と重力 上田岳弘／著 新潮社 F/ｳｴ
戦国、夢のかなた 岡本さとる／著 角川春樹事務所 F/ｵｶ
帝都大捜査網 岡田秀文／著 東京創元社 F/ｵｶ
ゲームの王国 上下 小川哲／著 早川書房 F/ｵｶﾞ
いくさの底 古処誠二／著 KADOKAWA F/ｺﾄﾞ
ソロ 笹本稜平／著 祥伝社 F/ｻｻ
別府フロマラソン 澤西祐典／著 書肆侃侃房 F/ｻﾜ
家族のあしあと 椎名誠／著 集英社 F/ｼｲ
澁澤龍彦玉手匣(エクラン) 澁澤龍彦／著 東雅夫／編 河出書房新社 F/ｼﾌﾞ
狐と韃 朱川湊人／著 光文社 F/ｼｭ
おしゃ修行 辛酸なめ子／著 双葉社 F/ｼﾝ
岩塩の女王 諏訪哲史／著 新潮社 F/ｽﾜ
小指が燃える 青来有一／著 文藝春秋 F/ｾｲ
君が夏を走らせる 瀬尾まいこ／著 新潮社 F/ｾｵ
あなただけじゃないんです 瀬戸内寂聴／著 自由国民社 F/ｾﾄ
悪女の品格 辻堂ゆめ／著 東京創元社 F/ﾂｼﾞ
ネタ元 堂場瞬一／著 講談社 F/ﾄﾞｳ
ゴースト 中島京子／著 朝日新聞出版 F/ﾅｶ
R帝国 中村文則／著 中央公論新社 F/ﾅｶ
忍物語 西尾維新／著 講談社 F/ﾆｼ
100億人のヨリコさん 似鳥鶏／著 光文社 F/ﾆﾀ
影裏 沼田真佑／著 文藝春秋 F/ﾇﾏ
人魚に嘘はつけない 半田畔／著 一迅社 F/ﾊﾝ
今日はヒョウ柄を着る日 星野博美／著 岩波書店 F/ﾎｼ
監督の問題 本城雅人／著 講談社 F/ﾎﾝ
告白　三島由紀夫未公開インタビュー 三島由紀夫／著 講談社 F/ﾐｼ
白村江（はくすきのえ）の戦い 三田誠広／著 河出書房新社 F/ﾐﾀ
鎖と罠 皆川博子／著 中央公論新社 F/ﾐﾅ
青春は燃えるゴミではありません 村上しいこ／著 講談社 F/ﾑﾗ
遠い約束 室積光／著 キノブックス F/ﾑﾛ
南風(みなみ)吹く 森谷明子／著 光文社 F/ﾓﾘ
MORI Magazine 森博嗣／編集長 大和書房 F/ﾓﾘ
顔貌売人 柳井政和／著 文藝春秋 F/ﾔﾅ
夢Q夢魔物語 夢野久作／著 東雅夫／編 平凡社 BF/ﾕﾒ
島尾敏雄・ミホ 河出書房新社 L/ｼﾏ

　　外国文学
わたしは名前がない。あなたはだれ? エミリー・ディキンスン／著 KADOKAWA 931/ﾃﾞｨ
神秘大通り 上下 ジョン・アーヴィング／著 新潮社 933/ｱｳﾞ
僕には世界がふたつある ニール・シャスタマン／著 集英社 933/ｼｬ
時間線をのぼろう ロバート・シルヴァーバーグ／著 東京創元社 B933/ｼﾙ

＊ 宇宙船ビーグル号の冒険 新版 A.E.ヴァン・ヴォークト／著 東京創元社 B933/ﾊﾞ
眠れる虎 ロザムンド・ピルチャー／著 バベルプレス 933/ﾋﾟﾙ
クラウド・テロリスト 上下 フリーマントル／著 新潮社 B933/ﾌﾘ

＊ 晩夏の墜落 ノア・ホーリー／著 早川書房 933/ﾎ
＊ 大鎌殺人と収穫の秋 V.クルプフル・M.コブル／著 早川書房 B943/ｸ
＊ 探偵レミングの災難 シュテファン・スルペツキ／著 東京創元社 B943/ｽ

クァジーモド全詩集 クァジーモド／著 岩波書店 B971/ｸﾜ
＊ 怒り 上下 ジグムント・ミウォシェフスキ／著 小学館 B989.8/ﾐ


