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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。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】 開催中～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 

鉄道模型運転会 
 

視聴覚室に線路を敷いて、Ｎゲージの鉄

道模型を走らせます。また、お手持ちの

Ｎゲージ車両を持ち込んで走らせること

もできます。 

＊鉄道模型の貸し出しは行いません。 

 

【日時】 11月2５日(土)、26日（日） 

 

【場所】 ２階視聴覚室 
 
 
 
 
 

   

   
 
 

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】 １１月１２日（日）まで 
 

【くじ引き】 １１月１２日（日）まで 
 

【対象】    中学生以下 
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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

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

妙感寺多目的集会所

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

菩提寺小学校　

岩根まちづくりセンター

菩提寺北小学校

８日（水）

８日（水）

１３：１０～１３：５０

１５：３０～１６：００

場　　所 場　所日　時

１日（水）

１日（水）

１日（水）

１日（水）

２日（木）

２日（木）

２日（木）

２日（木）

８日（水）

１０：２５～１０：４５

１２：５５～１３：３５

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：０５～１３：３０

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１６：３０～１７：００

１０：２５～１０：４５

１３：００～１３：４０

１５：３０～１６：００

１６：３０～１７：００

１２：５５～１３：２５

１６：００～１６：３０

８日（水）

15日（水）

15日（水）

15日（水）

15日（水）

22日（水）

22日（水）

移動図書館車マツゾウくん 11月の巡回予定 

  
 

１２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。 

１７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。 

２５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。 

         

  
 

１０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。 

１８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。 

 

２６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 

  

  

11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および市民学習交流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。 

  

  

  

  

  

  

  

休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 
 



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
どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編 平凡社 019.5/ﾄﾞ
神童は大人になってどうなったのか 小林哲夫／著 太田出版 141.1/ｼ
日本社会再考　海からみた列島文化 網野善彦／著 筑摩書房 B210.0/ﾆ
古都の占領　生活史からみる京都1945-1952 西川祐子／著 平凡社 216.2/ｺ
ストックホルムへの廻り道 大村智／著 日本経済新聞出版社 289.1/ｵｵ
産婆フジヤン 坂本フジヱ／著 産業編集センター 289.1/ｻｶ
世界をまどわせた地図 エドワード・ブルック=ヒッチング／著 日経ナショナルジオグラフィック社 290.3/ｾ
社会が漂白され尽くす前に 開沼博／著 徳間書店 368.0/ｼ
はじまりは愛着から 佐々木正美／著 福音館書店 379.9/ﾊ
くらしの昭和史 小泉和子／著 朝日新聞出版 382.1/ｺ
<ひとり死>時代のお葬式とお墓 小谷みどり／著 岩波書店 385.6/ﾋ
ニッポンの奇祭 小林紀晴／著 講談社 386.1/ｺ
なくなりそうな世界のことば 吉岡乾／著 西淑／イラスト 創元社 802/ﾅ

　　政治・経済
世界でいちばん幸せな国フィジーの世界でいちばん非常識な幸福論 永崎裕麻／著 いろは出版 302.7/ｾ
誰が何を論じているのか 小熊英二／著 新曜社 304/ﾀﾞ

＊ 日本中枢の狂謀 古賀茂明／著 講談社 312.1/ｺ
平成の天皇制とは何か 吉田裕／ほか編 岩波書店 313.6/ﾍ
ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井陽右／著 合同出版 316.4/ﾎﾞ

＊ 自治体議員の政策づくり入門 礒崎初仁／著 イマジン出版 318.4/ｲ
経済成長という呪い ダニエル・コーエン／著 東洋経済新報社 331.1/ｹ
人口減少時代の土地問題 吉原祥子／著 中央公論新社 334.6/ｼﾞ
6時だよ全員退社! 田中健彦／著 日本経済新聞出版社 336.2/ﾛ
外国人労働者をどう受け入れるか NHK取材班／著 NHK出版 366.8/ｶﾞ

　　科学・医学・工学
水の不思議、水の奇跡 上平恒／著 七つ森書館 435.4/ﾐ

＊ 惑星のきほん 室井恭子・水谷有宏／著 誠文堂新光社 445/ﾑ
人類の祖先はヨーロッパで進化した デイヴィッド・R.ビガン／著 河出書房新社 469.2/ｼﾞ
どうぶつたちの給食時間 並木美砂子／著 旅するミシン店 480.7/ﾄﾞ
動物の箱舟 ジョエル・サートレイ／写真・著 日経ナショナルジオグラフィック社 480/ﾄﾞ
歌うカタツムリ 千葉聡／著 岩波書店 484.6/ｳ
わたしの主人公はわたし 細川貂々／著 平凡社 498.3/ﾜ

＊ その調理、9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修 世界文化社 498.5/ｿ
建設中。 勝田尚哉／写真・文 グラフィック社 510.9/ｹ
今日、見に行くことができる国宝・重要文化財レトロ建築 伊藤隆之／著・写真 地球丸 521.6/ｷ
パパは脳研究者 池谷裕二／著 クレヨンハウス 599/ﾊﾟ
樹のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 創元社 653.2/ｷ

　　芸術・スポーツ
ヘンな浮世絵 歌川広景／画 平凡社 721.8/ﾍ

＊ 鈴木春信決定版 藤澤紫／監修 平凡社 721.8/ｽ
絵本作家61人のアトリエと道具 玄光社 726.5/ｴ
森のノート 酒井駒子／著 筑摩書房 726.5/ﾓ
伝統こけしの本 萩原健太郎／著 スペースシャワーネットワーク 759.9/ﾃﾞ
ティンパニストかく語りき 近藤高顯／著 学研プラス 762.1/ｺﾝ
私のヴァイオリン 前橋汀子／著 早川書房 762.1/ﾏｴ
きょうも映画作りはつづく 行定勲／著 KADOKAWA 778.2/ﾕｷ
勝ち過ぎた監督　駒大苫小牧幻の三連覇 中村計／著 集英社 783.7/ｺｳ
天才棋士降臨・藤井聡太 書籍編集部／編 日本将棋連盟 796.0/ﾌｼﾞ

９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
風のおとうと 松村正直／著 六花書林 911.1/ﾏﾂ
牡丹色のウエストポーチ 赤川次郎／著 光文社 BF/ｱｶ
末ながく、お幸せに あさのあつこ／著 小学館 F/ｱｻ

＊ 有楽斎の戦 天野純希／著 講談社 913.6/ｱﾏ
すごいトシヨリBOOK 池内紀／著 毎日新聞出版 F/ｲｹ
花咲舞が黙ってない 池井戸潤／著 中央公論新社 BF/ｲｹ
ホワイトラビット 伊坂幸太郎／著 新潮社 F/ｲｻ
裏切りのホワイトカード 石田衣良／著 文藝春秋 F/ｲｼ
ブルーローズは眠らない 市川憂人／著 東京創元社 F/ｲﾁ
墨の香 梶よう子／著 幻冬舎 F/ｶｼﾞ
銀河鉄道の父 門井慶喜／著 講談社 F/ｶﾄﾞ
カミカゼの邦 神野オキナ／著 徳間書店 F/ｶﾐ
感傷的な午後の珈琲 小池真理子／著 河出書房新社 F/ｺｲ
青空に飛ぶ 鴻上尚史／著 講談社 F/ｺｳ
恨み残さじ 佐伯泰英／著 双葉社 BF/ｻｴ
フェルメールの街 櫻部由美子／著 角川春樹事務所 F/ｻｸ
騙し絵の牙 塩田武士／著 KADOKAWA F/ｼｵ
機龍警察狼眼殺手 月村了衛／著 早川書房 F/ﾂｷ
宝石鳥 鴇澤亜妃子／著 東京創元社 F/ﾄｷ
「マコトよりウソ」の法則 外山滋比古／著 さくら舎 F/ﾄﾔ
ランニング・ワイルド 堂場瞬一／著 文藝春秋 F/ﾄﾞｳ
ワルツを踊ろう 中山七里／著 幻冬舎 F/ﾅｶ
雁にあらねど 蜂谷涼／著 柏艪舎 星雲社(発売) F/ﾊﾁ
心中旅行 花村萬月／著 光文社 F/ﾊﾅ
草笛物語 葉室麟／著 祥伝社 F/ﾊﾑ
昭和の男 半藤一利・阿川佐和子／著 東京書籍 F/ﾊﾝ
マスカレード・ナイト 東野圭吾／著 集英社 F/ﾋｶﾞ
主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田恵／著 潮出版社 F/ﾋｻ
茶筅の旗 藤原緋沙子／著 新潮社 F/ﾌｼﾞ
編集ども集まれ! 藤野千夜／著 双葉社 F/ﾌｼﾞ

＊ でれすけ 簑輪諒／著 徳間書店 913.6/ﾐﾉ
この世の春 上下 宮部みゆき／著 新潮社 F/ﾐﾔ
失恋バスは謎だらけ 森沢明夫／著 双葉社 F/ﾓﾘ
ルビンの壺が割れた 宿野かほる／著 新潮社 F/ﾔﾄﾞ
風神雷神 風の章 雷の章 柳広司／著 講談社 F/ﾔﾅ
十三階の女 吉川英梨／著 双葉社 F/ﾖｼ
GIプリン 渡辺淳子／著 光文社 F/ﾜﾀ
十五歳の戦争 西村京太郎／著 集英社 916/ﾆｼ

　　外国文学
ぼくとあいつと瀕死の彼女 ジェス・アンドルーズ／著 ポプラ社 933/ｱﾝ
長い眠り スティーブン・P.キールナン／著 西村書店 933/ｷﾙ

＊ 鏡の迷宮 E.O.キロヴィッツ／著 集英社 933/ｷ
シンパサイザー 上下 ヴィエト・タン・ウェン／著 早川書房 B933/ｸﾞｳ
暗殺者の飛躍 上下 マーク・グリーニー／著 早川書房 B933/ｸﾞﾘ
オープン・シティ テジュ・コール／著 新潮社 933/ｺﾙ

＊ ねじの回転 ヘンリー・ジェイムズ／著 新潮社 B933/ｼﾞ
引き潮 R.L.スティーヴンスン・L.S.オズボーン／著 国書刊行会 933/ｽﾃ
三惑星の探求 コードウェイナー・スミス／著 早川書房 B933/ｽﾐ
荒涼館 1・2 ディケンズ／作 岩波書店 B933/ﾃﾞｨ

＊ 猫は宇宙で丸くなる シオドア・スタージョン／ほか著 竹書房 B933/ﾈ
ヤングスキンズ コリン・バレット／著 作品社 933/ﾊﾞﾚ
その日の後刻に グレイス・ペイリー／著 文藝春秋 933/ﾍﾟｲ
湖畔荘 上下 ケイト・モートン／著 東京創元社 933/ﾓﾄ
起きようとしない男 デイヴィッド・ロッジ／著 白水社 933/ﾛｯ
ジャック・グラス伝 アダム・ロバーツ／著 早川書房 933/ﾛﾊﾞ
おじいさんに聞いた話 トーン・テレヘン／著 新潮社 949.3/ﾃﾚ
樹脂 エーネ・リール／著 早川書房 949.7/ﾘﾙ
心は燃える ル・クレジオ／著 作品社 953/ﾙｸ
マーシャの日記 マーシャ・ロリニカイテ／著 新日本出版社 985/ﾛﾘ


