
31 水 水曜日　休館

26 金 蔵書点検休館

27 土 蔵書点検休館

28 日 蔵書点検休館 ビブリオバトル/おはなしの森

29 月 月曜日　休館

30 火 火曜日　休館

24 水 水曜日　休館

25 木 蔵書点検休館 月末整理日　休館

22 月 月曜日　休館

23 火 火曜日　休館

20 土 よっといでたいむ

21 日

18 木

19 金 よっといでたいむ

ちっちゃなかぜおはなし会

16 火 火曜日　休館

17 水 水曜日　休館

14 日 きじっこおはなし会

15 月 月曜日　休館

12 金

13 土

10 水 水曜日　休館

11 木

9 火 火曜日　休館

6 土 親子プレイステーション

7 日

年始休館 年始休館

3 水 年始休館 年始休館

8 月 祝日　休館 月曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 月 年始休館 年始休館

4 木 年始休館 年始休館

5 金 ちっちゃなかぜおはなし会

2 火

「図書館だより」 2018年1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） 

第13回セントジョンズ市・ 

湖南市児童生徒絵画展 
 
湖南市とアメリカ・ミシガン州セントジョンズ市の

子どもたちが描いた絵を展示します。 
 

【期間】 １月１３日（土）～２月４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（甲西図書館） 

  第10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】   １月28日（日） 

                     午後1時30分～3時 

【場所】   ２階 視聴覚室 

【申込方法】 両図書館のカウンターおよび電話 

 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪休館のお知らせ≫ 
 

石部図書館は蔵書点検のため、１月2４日

（水）～28日（日）まで休館します。 

休館期間中の本の返却はブックポスト（市立図

書館以外の本や、ＣＤなど壊れやすいものを除

く）または甲西図書館、移動図書館車「マツゾ

ウくん」、各まちづくりセンター・サンヒルズ

甲西へお願いします。 

 

   
 
 
 
 

   

   
 
 

 

※予告※ 

図書館システム移行のため、 

3月12日（月）～22日（木）まで、 

石部・甲西両図書館とも臨時休館します。 

尚この間はWeb、電話での予約・延長も停止

になります。 
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21菩提寺小学校　

菩提寺北小学校

17日（水） １３：１０～１３：５０

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

岩根まちづくりセンター 17日（水） １５：３０～１６：００

17日（水） １０：２５～１０：４５

中山生協集会所予定地

石部南小学校

北山台自治会館

下田まちづくりセンター

10日（水） １０：２５～１０：４５

10日（水）

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

11日（木） １３：０５～１３：３０

11日（木） １５：３０～１６：００

11日（木） １６：３０～１７：００妙感寺多目的集会所

１２：５５～１３：３５

10日（水） １５：３０～１６：００

10日（水） １６：３０～１７：００

11日（木） １０：２５～１０：４５

31日（水） １２：５５～１３：２５

31日（水） １６：００～１６：３０

17日（水） １６：３０～１７：００

24日（水） １０：２５～１０：４５

24日（水） １３：００～１３：４０

24日（水） １５：３０～１６：００

24日（水） １６：３０～１７：００

移動図書館車マツゾウくん 1月の巡回予定 

  
 

１４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。 

１９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。 

２０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。 

         

  
 

５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。 

２０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。 

２８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 

  

  

1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 

※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。 

 

 
  

  

  

  

  

  

※湖南市立図書館の資料は、両図書館、各まちづくりセンター・サンヒルズ甲西（午前8時30分～午後5時15分）でも 

  返却できます。 



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
悪魔とのおしゃべり さとうみつろう／著 サンマーク出版 159/ｱ
享徳の乱 峰岸純夫／著 講談社 210.4/ｷ
兵農分離はあったのか 平井上総／著 平凡社 210.4/ﾍ

＊ 京近江の武将群像 京都新聞社／編 サンライズ出版 281.6/ｷ
名画で読み解くイギリス王家12の物語 中野京子／著 光文社 288.4/ﾒ
対岸のヴェネツィア 内田洋子／著 集英社 293.7/ﾀ
ウユニ塩湖完全ガイド Only One Travel／著 ライツ社 296.7/ｳ
ドイツに渡った日本文化 寺澤行忠／著 明石書店 319.1/ﾄﾞ

＊ 世代の痛み 上野千鶴子・雨宮処凛／著 中央公論新社 361.6/ｳ
学童集団疎開 一條三子／著 岩波書店 372.1/ｶﾞ
ヒトは何故それを食べるのか 佐竹元吉／ほか著 中央法規出版 383.8/ﾋ
料理は女の義務ですか 阿古真理／著 新潮社 383.8/ﾘ
滋賀の盆踊り江州音頭 丁野永正／著 サンライズ出版 386.8/ｼ

　　政治・経済
徹底検証「森友・加計事件」 小川榮太郎／著 飛鳥新社 070.2/ﾃ
トランプ、ウソつかない 高山正之／著 新潮社 304/ﾄ
もの言えぬ時代 内田樹／ほか著 朝日新聞出版 326.8/ﾓ
ばっちゃん　子どもたちの居場所。広島のマザー・テレサ 伊集院要／著 扶桑社 327.8/ﾊﾞ
異次元緩和の終焉 野口悠紀雄／著 日本経済新聞出版社 332.1/ｲ
巨大倒産　「絶対潰れない会社」を潰した社長たち 有森隆／著 さくら舎 335.2/ｷ

＊ コクヨのシンプル整理術 コクヨ株式会社／著 KADOKAWA 336.5/ｺ
子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ／著 みすず書房 369.4/ｺ
カルビーお客様相談室 カルビーお客様相談室／著 日本実業出版社 673.3/ｶ
宅配クライシス 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 685.9/ﾀ

　　科学・医学・工学
美しすぎる「数」の世界 清水健一／著 講談社 412/ｳ
不都合な真実 2 アル・ゴア／著 実業之日本社 451.3/ﾌ
日本の地下で何が起きているのか 鎌田浩毅／著 岩波書店 453/ﾆ
地すべり山くずれの実際 高谷精二／著 鹿島出版会 455.8/ｼﾞ

＊ 図説鉱物肉眼鑑定事典 松原聰／著 秀和システム 459/ﾏ
日本人の源流　核DNA解析でたどる 斎藤成也／著 河出書房新社 469.9/ﾆ
雑草は軽やかに進化する 藤島弘純／著 築地書館 470/ｻﾞ

＊ 100年後も見たい動物園で会える絶滅危惧動物 日経ナショナルジオグラフィック社 480.7/ﾋ
ボクが逆さに生きる理由(わけ) 中島宏章／著 ナツメ社 489.4/ﾎﾞ
世界に「かゆい」がなくなる日 柿木隆介／著 ナツメ社 491.3/ｾ
ASD<アスペルガー症候群>、ADHD、LD大人の発達障害 宮尾益知／監修 河出書房新社 493.7/ｴ
ラ コリーナ近江八幡 藤森照信／編 たねやグループ 526.6/ﾗ

　　芸術・スポーツ
思い出した訪問 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 726.5/ｺﾞ
わたしの兄の本 モーリス・センダック／著 集英社 726.5/ﾜ

＊ 京響と仲間たち 京都市交響楽団 淡交社編集局／編 淡交社 764.3/ｷ
わたし、還暦? 大竹しのぶ／著 朝日新聞出版 772.1/ｵｵ
私が愛した渥美清 秋野太作／著 光文社 778.2/ｱﾂ
新海誠展　「ほしのこえ」から「君の名は。」まで 新海誠／画 朝日新聞社 778.7/ｼ
しょせん幸せなんて、自己申告。 綾小路きみまろ／著 朝日新聞出版 779.1/ｱﾔ

＊ 笑うお葬式 野沢直子／著 文藝春秋 779.9/ﾉ
＊ 友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中伸弥・平尾誠二・平尾惠子／著 講談社 783.48/ﾋ

中学生棋士 谷川浩司／著 KADOKAWA 796.0/ﾁ

１１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
私の前衛短歌 永田和宏／著 砂子屋書房 911.1/ﾅｶﾞ
夏井いつきの「雪」の歳時記 夏井いつき／著 世界文化社 911.3/ﾅ
詩人なんて呼ばれて 谷川俊太郎／語り手・詩 新潮社 911.5/ﾀﾆ
日本文学全集 04　源氏物語 上 紫式部／著 角田光代／訳 河出書房新社 913.3/ﾑﾗ
白い久遠 浅野里沙子／著 東京創元社 F/ｱｻ
人間タワー 朝比奈あすか／著 文藝春秋 F/ｱｻ
画狂其一 梓澤要／著 NHK出版 F/ｱｽﾞ
クリスマスを探偵と 伊坂幸太郎／文 M.フィオール／絵 河出書房新社 F/ｲｻ
鳥獣戯画 磯崎憲一郎／著 講談社 F/ｲｿ
はやく老人になりたいと彼女はいう 伊藤たかみ／著 文藝春秋 F/ｲﾄ
熊野木遣節 宇江敏勝／著 新宿書房 F/ｳｴ
戦の国 冲方丁／著 講談社 F/ｳﾌﾞ
キラキラ共和国 小川糸／著 幻冬舎 F/ｵｶﾞ
月夜の散歩 角田光代／著 オレンジページ F/ｶｸ
人間の値打ち 鎌田實／著 集英社 F/ｶﾏ
ヴェネツィア便り 北村薫／著 新潮社 F/ｷﾀ
銀杏手ならい 西條奈加／著 祥伝社 F/ｻｲ
もぐ∞ 最果タヒ／著 error403／画 産業編集センター F/ｻｲ

＊ 一〇五歳、死ねないのも困るのよ 篠田桃紅／著 幻冬舎 914.6/ｼﾉ
Dの遺言 柴田哲孝／著 祥伝社 F/ｼﾊﾞ
ねこ町駅前商店街日々便り 柴田よしき／著 祥伝社 F/ｼﾊﾞ
花歌は、うたう 小路幸也／著 河出書房新社 F/ｼｮ
他に好きな人がいるから 白河三兎／著 祥伝社 F/ｼﾗ
さよなら、田中さん 鈴木るりか／著 小学館 F/ｽｽﾞ
キッチンコロシアム 田中経一／著 幻冬舎 F/ﾀﾅ
さくら、うるわし 長野まゆみ／著 KADOKAWA F/ﾅｶﾞ
ナックルな三人 ねじめ正一／著 文藝春秋 F/ﾈｼﾞ
シネマコンプレックス 畑野智美／著 光文社 F/ﾊﾀ
くじら島のナミ 浜口倫太郎／著 ディスカヴァー・トゥエンティワンF/ﾊﾏ
西郷どん!　前編・後編 林真理子／著 KADOKAWA F/ﾊﾔ
風の声が聞こえるか はらだみずき／著 KADOKAWA F/ﾊﾗ
たゆたえども沈まず 原田マハ／著 幻冬舎 F/ﾊﾗ
ランチ酒 原田ひ香／著 祥伝社 F/ﾊﾗ
満天のゴール 藤岡陽子／著 小学館 F/ﾌｼﾞ

＊ ふたご 藤崎彩織／著 文藝春秋 913.6/ﾌｼﾞ
ノーマンズランド 誉田哲也／著 光文社 F/ﾎﾝ
スピンクの笑顔 町田康／著 講談社 F/ﾏﾁ
花のお江戸で粗茶一服 松村栄子／著 ポプラ社 F/ﾏﾂ
光の犬 松家仁之／著 新潮社 F/ﾏﾂ
オペレーションZ 真山仁／著 新潮社 F/ﾏﾔ
消人屋敷の殺人 深木章子／著 新潮社 F/ﾐｷ
呉漢 上 宮城谷昌光／著 中央公論新社 F/ﾐﾔ
かるい生活 群ようこ／著 朝日新聞出版 F/ﾑﾚ
道なき未知 森博嗣／著 ベストセラーズ F/ﾓﾘ
メガネと放蕩娘 山内マリコ／著 文藝春秋 F/ﾔﾏ
京都で考えた 吉田篤弘／著 ミシマ社 F/ﾖｼ
龍の右目 吉川永青／著 角川春樹事務所 F/ﾖｼ
おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子／著 河出書房新社 F/ﾜｶ
うそつき　夫・野坂昭如との53年 野坂暘子／著 新潮社 L/ﾉｻ

＊ ブラックボックス 伊藤詩織／著 文藝春秋 916/ｲ

　　外国文学
ギリシャ語の時間 ハンガン／著 晶文社 929.1/ﾊﾝ
スティール・キス ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933/ﾃﾞｨ
嘘の木 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933/ﾊﾃﾞ
隣接界 クリストファー・プリースト／著 早川書房 933/ﾌﾟﾘ
とても良い人生のために J.K.ローリング／著 静山社 934/ﾛﾘ
闘う文豪とナチス・ドイツ 池内紀／著 中央公論新社 940.2/ﾏﾝ
老人犯罪団の逆襲 カタリーナ・インゲルマン=スンドベリ／著 東京創元社 B949.8/ｲ
ゴリオ爺さん バルザック／著 光文社 B953/ﾊﾞ


