
31 日 年末休館 年末休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館

28 木 年末休館 年末休館

29 金 年末休館 年末休館

30 土 年末休館 年末休館

25 月 月曜日　休館

22 金

23 土 祝日　休館 祝日　休館

16 土 よっといでたいむ ちっちゃなかぜおはなし会

17 日

24 日 おはなしの森

14 木

21 木

18 月 月曜日　休館

19 火 火曜日　休館

15 金 よっといでたいむ

20 水 水曜日　休館

12 火 火曜日　休館

13 水 水曜日　休館

3 日

8 金

9 土

6 水 水曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 金 ちっちゃなかぜおはなし会

2 土 親子プレイステーション

4 月 月曜日　休館

5 火 火曜日　休館

7 木

10 日 きじっこおはなし会

11 月 月曜日　休館

「図書館だより」 2017年12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） 

湖南市児童・生徒人権標語・ポスター展 
 
市内の小中学生が作成した人権の標語と 

ポスターを展示します。 
 

期間：12月9日（土）～1月7日（日） 
 

休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

【一般】 
１位 火花 又吉直樹／著                    １２１回 

２位 ラプラスの魔女 東野圭吾／著       １１０回 

２位 危険なビーナス 東野圭吾／著        １１０回 

４位 人魚の眠る家 東野圭吾／著               １０３回 

５位 虚ろな十字架 東野圭吾／著              １０１回 

６位 恋のゴンドラ 東野圭吾／著           ７９回 

７位 コンビニ人間 村田沙耶香／著                  ７８回 

８位 雪煙チェイス 東野圭吾／著                       ７４回 

９位 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾／著       ７０回 

９位 蜜蜂と遠雷 恩田陸／著               ７０回 

   
 
 

   

   
 
 

2017年（暫定）貸出回数ベストテン! 

2017年1月1日～11月24日 

【児童】 
１位 くだもの 平山和子／さく             １７８回 

２位 はらぺこあおむし エリック=カール／さく   １５３回 

３位 バムとケロのおかいもの 島田ゆか／作絵   １３８回 

４位 がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく   １２３回 

５位 バムとケロのにちようび 島田ゆか／作絵   １２０回 

６位 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか／作絵     １１４回 

６位 もこもこもこ 谷川俊太郎／作          １１４回 

８位 バムとケロのもりのこや 島田ゆか／作絵     １１０回 

９位 バムとケロのそらのたび 島田ゆか／作絵    １０７回 

９位 ウォーリーをさがせ!きえた名画だいそうさく!  

             マーティン ハンドフォード／作・絵                   １０７回 

 

 
 

   

   
 
 

年末年始休館のお知らせ 
 

石部図書館：12月27日(水)から1月4日(水)まで休館 

甲西図書館：12月28日(木)から1月4日(水)まで休館 
 

※休館中の本の返却は、ブックポストへお願いします。 

（CDや大型絵本など壊れやすいものや湖南市立図書館以外の本はご遠慮ください） 
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　６日（水） １６：３０～１７：００

　７日（木） １０：２５～１０：４５

１５日（金） １２：５５～１３：２５

１５日（金） １６：００～１６：３０

１３日（水） １６：３０～１７：００

１４日（木） １０：２５～１０：４５

１４日（木） １３：００～１３：４０

１４日（木） １５：３０～１６：００

１４日（木） １６：３０～１７：００

　菩提寺小学校　

岩根まちづくりセンター

菩提寺北小学校 １３日（水） １０：２５～１０：４５

１３日（水） １３：１０～１３：５０

１３日（水） １５：３０～１６：００

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

　 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　６日（水） １０：２５～１０：４５

　６日（水） １２：５５～１３：３５

　６日（水） １５：３０～１６：００

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

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　７日（木） １３：０５～１３：３０

　７日（木） １５：３０～１６：００

　７日（木） １６：３０～１７：００　妙感寺多目的集会所

移動図書館車マツゾウくん 12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。 

１６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 

  

  

12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。 

  

  

  

  

  

  

  



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
そっと無理して、生きてみる 高橋幸枝／著 小学館 159/ｿ

＊ 生きていくあなたへ 日野原重明／著 幻冬舎 159/ﾋ
女系図でみる驚きの日本史 大塚ひかり／著 新潮社 210.0/ｵ
戦国おもてなし時代 金子拓／著 淡交社 210.4/ｾ
日本人のおなまえっ! 1 森岡浩／監修 集英社インターナショナル 288.1/ﾆ
煮えたぎる川 アンドレス・ルーソ／著 朝日出版社 296.8/ﾆ
学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一／著 皓星社 316.8/ｶﾞ
だから、居場所が欲しかった。 水谷竹秀／著 集英社 334.4/ﾀﾞ
凶獣 石原慎太郎／著 幻冬舎 368.6/ｷ
日本のすごい味  おいしさは進化する/土地の記憶を食べる 平松洋子／著 新潮社 596.0/ﾆ
銭湯は、小さな美術館 ステファニー・コロイン／著 啓文社書房 673.9/ｾ
久米宏です。 久米宏／著 世界文化クリエイティブ 699.3/ｸ
60歳からの外国語修行 青山南／著 岩波書店 860.4/ﾛ

　　政治・経済
丸山眞男の憂鬱 橋爪大三郎／著 講談社 311.2/ﾏ
警視庁生きものがかり 福原秀一郎／著 講談社 317.7/ｹ
不法移民はいつ<不法>でなくなるのか ジョセフ・カレンズ／著 白水社 334.4/ﾌ
ムダな仕事が多い職場 太田肇／著 筑摩書房 336.2/ﾑ

＊ 正社員消滅 竹信三恵子／著 朝日新聞出版 366.2/ﾀ
シングル女性の貧困 小杉礼子／ほか編著 明石書店 367.2/ｼ
最高のキャリアの描き方 中川瑛／著 中央経済社 377.9/ｻ
荒くれ漁師をたばねる力 坪内知佳／著 朝日新聞出版 661.7/ｱ
百円の男ダイソー矢野博丈 大下英治／著 さくら舎 673.8/ﾋ
革命のファンファーレ 西野亮廣／著 幻冬舎 779.1/ﾆｼ

　　科学・医学・工学
科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた 国立科学博物館／編 丸善出版 407/ｶ
重力波発見! 高橋真理子／著 新潮社 441.1/ｼﾞ

＊ 人類と気候の10万年史 中川毅／著 講談社 451.8/ﾅ
雑草が教えてくれた日本文化史 稲垣栄洋／著 エイアンドエフ 470.4/ｻﾞ
スイカのタネはなぜ散らばっているのか 稲垣栄洋／著 西本眞理子／絵 草思社 471.1/ｽ
世界の国鳥 アフロ／写真 水野久美／テキスト 青幻舎 488/ｾ
抗生物質と人間 山本太郎／著 岩波書店 491.7/ｺ
はしかの脅威と驚異 山内一也／著 岩波書店 493.8/ﾊ

＊ 日本の最も美しい町 美しい町研究会／著 エクスナレッジ 521.8/ﾆ
闘え!高専ロボコン 萱原正嗣／著 ベストセラーズ 548.3/ﾀ
それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよう! 日本獣医学会／編 学窓社 649.0/ｿ

＊ 日本人ときのこ 岡村稔久／著 山と溪谷社 657.8/ｵ

　　芸術・スポーツ
＊ 日本人なら、一度は見ておきたい国宝 枻出版社 709.1/ﾆ

デザイン歴史百科図鑑 エリザベス・ウィルハイド／編 原書房 757.0/ﾃﾞ
新しい分かり方 佐藤雅彦／著 中央公論新社 757/ｱ
ファンク　500 discs included! 高橋道彦／監修 シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7/ﾌ
職業としての地下アイドル 姫乃たま／著 朝日新聞出版 767.8/ｼ
吉本興業を創った人々 堀江誠二／著 PHP研究所 770.6/ﾖ

＊ 能　650年続いた仕掛けとは 安田登／著 新潮社 773/ﾔ
＊ 高倉健 七つの顔を隠し続けた男 森功／著 講談社 778.2/ﾀ

相撲茶屋のおかみさん 横野レイコ／著 現代書館 788.1/ｽ
天才藤井聡太 中村徹・松本博文／著 文藝春秋 796.0/ﾌｼﾞ

１０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
トップリーグ 相場英雄／著 角川春樹事務所 F/ｱｲ
踊る星座 青山七恵／著 中央公論新社 F/ｱｵ
三世代探偵団 赤川次郎／著 KADOKAWA F/ｱｶ
ジゼル 秋吉理香子／著 小学館 F/ｱｷ
猫たちの色メガネ 浅生鴨／著 KADOKAWA F/ｱｿ
波濤の城 五十嵐貴久／著 祥伝社 F/ｲｶﾞ
世界で一番のクリスマス 石井光太／著 文藝春秋 F/ｲｼ
琥珀の夢 上下 伊集院静／著 集英社 F/ｲｼﾞ
西郷の首 伊東潤／著 KADOKAWA F/ｲﾄ
地の星 伊吹有喜／著 ポプラ社 F/ｲﾌﾞ
屍人荘の殺人 今村昌弘／著 東京創元社 F/ｲﾏ
天魔の所業、もっての外なり 岩井三四二／著 淡交社 F/ｲﾜ
カシス川 荻野アンナ／著 文藝春秋 F/ｵｷﾞ
双生児 折原一／著 早川書房 F/ｵﾘ
絵本作家の百聞百見 川端誠／著 子どもの未来社 F/ｶﾜ
太陽ときみの声 川端裕人／作 朝日学生新聞社 F/ｶﾜ
肉弾 河崎秋子／著 KADOKAWA F/ｶﾜ
ていだん 小林聡美／著 中央公論新社 F/ｺﾊﾞ
武士マチムラ 今野敏／著 集英社 F/ｺﾝ
鶏小説集 坂木司／著 KADOKAWA F/ｻｶ
砂上 桜木紫乃／著 KADOKAWA F/ｻｸ
千の扉 柴崎友香／著 中央公論新社 F/ｼﾊﾞ
猫ヲ捜ス夢 小路幸也／著 徳間書店 F/ｼｮ
青い花 瀬戸内寂聴／著 小学館 F/ｾﾄ
悪い夏 染井為人／著 KADOKAWA F/ｿﾒ
高架線 滝口悠生／著 講談社 F/ﾀｷ
花になるらん 玉岡かおる／著 新潮社 F/ﾀﾏ
崩れる脳を抱きしめて 知念実希人／著 実業之日本社 F/ﾁﾈ
エッグマン 辻仁成／著 朝日新聞出版 F/ﾂｼﾞ
オブリヴィオン 遠田潤子／著 光文社 F/ﾄｵ
教場 0 長岡弘樹／著 小学館 F/ﾅｶﾞ
十津川警部山手線の恋人 西村京太郎／著 講談社 F/ﾆｼ

＊ いとも優雅な意地悪の教本 橋本治／著 集英社 914.6/ﾊｼ
太閤私記 花村萬月／著 講談社 F/ﾊﾅ
守教 上 帚木蓬生／著 新潮社 F/ﾊﾊ
アナログ ビートたけし／著 新潮社 F/ﾋﾞﾄ
アゲハの公約 三萩せんや／著 河出書房新社 F/ﾐﾊ
武者始め 宮本昌孝／著 祥伝社 F/ﾐﾔ
百貨の魔法 村山早紀／著 ポプラ社 F/ﾑﾗ
僕はロボットごしの君に恋をする 山田悠介／著 河出書房新社 F/ﾔﾏ
エクスプロード 結城充考／著 祥伝社 F/ﾕｳ
回遊人 吉村萬壱／著 徳間書店 F/ﾖｼ
最後に手にしたいもの 吉田修一／著 木楽舎 F/ﾖｼ
GIプリン 渡辺淳子／著 光文社 F/ﾜﾀ
米澤穂信と古典部 <古典部>シリーズ 米澤穂信／著 KADOKAWA L/ﾖﾈ
私たちの星で 梨木香歩・師岡カリーマ・エルサムニー／著 岩波書店 915.6/ﾅｼ

＊ 我がおっぱいに未練なし 川崎貴子／著 大和書房 916/ｶ
十五歳の戦争 西村京太郎／著 集英社 916/ﾆｼ

　　外国文学
13・67 陳浩基／著 文藝春秋 923.7/ﾁﾝ
トールキンのベーオウルフ物語 J.R.R.トールキン／著 原書房 931/ﾄﾙ
カリブ深海の陰謀を阻止せよ 上下 C.カッスラー・D.カッスラー／著 新潮社 B933/ｶｯ
ハイテク艤装船の陰謀を叩け! 上下 C.カッスラー・B.モリソン／著 扶桑社 B933/ｶｯ
ファインダーズ・キーパーズ 上下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933/ｷﾝ
運命と復讐 ローレン・グロフ／著 新潮社 933/ｸﾞﾛ
ヒューマン・コメディ サローヤン／著 光文社 B933/ｻﾛ
ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 936/ﾎﾞｴ
湖の男 アーナルデュル・インドリダソン／著 東京創元社 949.5/ｱﾅ

＊ オイディプス王 ソポクレス／著 光文社 B991.2/ｿ


