
31 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

30 水 水曜日　休館

24 木

25 金

26 土 よっといでたいむ

27 日 おはなしの森

29 火

28 月 月曜日　休館

火曜日　休館

19 土 ちっちゃなかぜおはなし会

22 火 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館

20 日

21 月 月曜日　休館

14 月 月曜日　休館

15 火 火曜日　休館

18 金 よっといでたいむ

16 水 水曜日　休館

17 木

13 日 きじっこおはなし会

10 木

11 金 ちっちゃなかぜおはなし会

5 土 祝日　休館 祝日　休館

8 火 火曜日　休館

12 土 親子プレイステーション

9 水 水曜日　休館

6 日

7 月 月曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 火 火曜日　休館

4 金 祝日　休館 祝日　休館

2 水 水曜日　休館

3 木 祝日　休館

裏面に、２月２４日に甲西図書館で開

催された、講演会（「メディアにむし

ばまれる子どもたち」）のQ&Aを掲

載しております。ぜひご覧ください。

今回は第２回目です（４月～６月まで、

全３回予定）。 

「図書館だより」 2018年5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） 

休館日 ◇開館時間：午前10時～午後6時◇ 

図書館で所蔵している雑誌１タイトルの年間

購読料を負担していただくと、雑誌の最新号

のカバーや、雑誌の棚の見出しに、スポン

サーとして、お名前や広告が入りＰＲするこ

とができます。 

図書館の雑誌コーナーを充実させるために、

ご支援いただける個人様や企業様などからの

応募をお待ちしています。応募方法など詳し

くは甲西図書館へお問い合わせください。 
    
 

   
 
 
 

   

   
 
 

没後２０年 浅野竹二カット原画展 
 

京都を中心に活躍し、ユーモアとウィットに富

んだ力強い作風で知られ、９７歳で亡くなられ

た浅野竹二さん。平成５年から７年にかけて京

都新聞連載記事のカットに使用された作品の中

から２２点展示します。 
 

【期間】 開催中～５月２０日（日） 

【場所】 ２階 展示コーナー 
 
 

 図書館所蔵雑誌のスポンサーを 

募集しています 

～休館日の変更のお知らせ～ 
 

石部図書館の休館日が９月から変わります。 

９月からは休館日が毎週水曜日・木曜日、祝日

に変わります。 

 

○雑誌のリサイクルは石部・甲西の両図書館

とも６月に行う予定です。 

詳しい日時は、広報こなん6月号と、図書館

だより6月号でお知らせします。    

 

   
 
 
 

   

   
 
 



7

8

9

10

11

12

○平成30年4月より、北山台自治会館・妙感寺多目的集会所・中山生協集会所予定地および
各小学校への巡回は行っていません。また、巡回する曜日、時間が変更になっています
ので、ご注意ください。

5月

下田まちづくりセンター

菩提寺まちづくりセンター

場　　所 日　時

岩根まちづくりセンター

12日（土）

12日（土）

20日（日）

20日（日）

26日（土）

26日（土）

13:30～14:00

14:30～15:00

13:30～14:00

15:00～15:30

石部南まちづくりセンター

三雲ふれあいセンター

サンヒルズ甲西

14:30～15:00

11:30～12:30

移動図書館車マツゾウくん ５月の巡回予定 

  
 

１３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。 

１８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。 

２６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。 

         

  
 

１１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。 

 １９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。 

 ２７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 

  

  

５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、 

石部・甲西両図書館の蔵書がご確認いただけます。 

 
◎ホームページ  

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/konan/             
◎スマートフォン 

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/konan/spopac/index.do 
◎携帯電話から  

https://lwww.lics-saas.nexs-service.jp/konan/mobile/index.do 

 ※お借りになった本や、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。 

 

 ※移動図書館者マツゾウくんでお借りいただいた湖南市立

図書館の本は、石部・甲西の両図書館、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ご返却いただ

けます。  
  

  

  

  

  

  

HP スマートフォン 携帯電話 

～図書館HPが新しくなりました～ 



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
魔女っ子司書と図書館のたね 八巻　千穂／著 郵研社 010.4 ﾏ
僕がロボットをつくる理由 石黒　浩／著 世界思想社 114.2 ﾎﾞ
帝国の最期の日々　上下 パトリス・ゲニフェイ／編 原書房 204 ﾃ 

＊ くらべる世界 おかべ　たかし／文 東京書籍 361.5 ｵ
大丈夫、働けます。 成澤　俊輔／著 ポプラ社 366.2 ﾀﾞ
佐野洋子の「なに食ってんだ」 佐野　洋子／著 NHK出版 596.0 ｻ

　　政治・経済
＊ 世界の選挙制度 大林　啓吾／編著 三省堂 314.8 ｾ

遺贈寄付 星野　哲／著 幻冬舎 324.7 ｲ
老いぼれ記者魂 早瀬　圭一／著 幻戯書房 326.2 ｵ
エコノミクス・ルール ダニ・ロドリック／著 白水社 331 ｴ
アベノミクスが変えた日本経済 野口　旭／著 筑摩書房 332.1 ｱ

　　科学・医学・工学
オーロラの話をしましょう 赤祖父　俊一／著 誠文堂新光社 451.7 ｵ
闘う微生物 エミリー・モノッソン／著 築地書館 465 ﾀ
家の中のすごい生きもの図鑑 久留飛　克明／文 山と溪谷社 480.4 ｲ

＊ 身のまわりのすごい技術大百科 涌井　良幸／著 KADOKAWA 504 ﾜ
福島第一廃炉の記録 西澤　丞／著 みすず書房 543.5 ﾌ

　　芸術・スポーツ
日本刀が語る歴史と文化 宮崎　政久／著 雄山閣 756.6 ﾆ
ハリー・ポッター アートの世界 マーク・スメラック／著 静山社 778.2 ﾊ

＊ 夢を生きる 羽生　結弦／著 中央公論新社 784.6 ﾊ
＊ 未完の巡礼 神長　幹雄／著 山と溪谷社 786.1 ｶ

大相撲語辞典 福家　聡子／著 誠文堂新光社 R 788.1 ｵ

　　日本文学
忘れられたベストセラー作家 小谷野　敦／著 イースト・プレス 910.2 ﾜ
私小説 市川　拓司／著 朝日新聞出版 F ｲﾁ
わたしの忘れ物 乾　ルカ／著 東京創元社 F ｲﾇ
コンタミ 伊与原　新／著 講談社 F ｲﾖ
極小農園日記 荻原　浩／著 毎日新聞出版 F ｵｷﾞ
死の島 小池　真理子／著 文藝春秋 F ｺｲ
青くて痛くて脆い 住野　よる／著 KADOKAWA F ｽﾐ
青空と逃げる 辻村　深月／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ
悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山　七里／著 講談社 F ﾅｶ
にらみ 長岡　弘樹／著 光文社 F ﾅｶﾞ
おまじない 西　加奈子／著 筑摩書房 F ﾆｼ
犬棒日記 乃南　アサ／著 双葉社 F ﾉﾅ
スイート・ホーム 原田　マハ／著 ポプラ社 F ﾊﾗ
魔力の胎動 東野　圭吾／著 KADOKAWA F ﾋｶﾞ
湖畔の愛 町田　康／著 新潮社 F ﾏﾁ

　　外国文学
あまりにも真昼の恋愛 キム　グミ／著 晶文社 929.1 ｷﾑ
特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルー カズオ・イシグロ／著 早川書房 930.2 ｲｼ
ポケットのなかの天使 デイヴィッド・アーモンド／著 東京創元社 933 ｱﾓ
昏い水 マーガレット・ドラブル／著 新潮社 933 ﾄﾞﾗ
オリジン　上下 ダン・ブラウン／著 KADOKAWA 933 ﾌﾞﾗ 
無常の月 ラリイ・ニーヴン／著 早川書房 B 933 ﾆｳﾞ

３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。


