
石　　部 甲　　西

1 金 ちっちゃなかぜおはなし会

4 月 月曜日　休館

2 土 親子プレイステーション

3 日

5 火 火曜日　休館

8 金

12 火 火曜日　休館

9 土 雑誌リサイクル 上映会／サポーター養成講座

6 水 水曜日　休館

7 木

13 水 水曜日　休館

10 日 きじっこおはなし会／雑誌のリサイクル 「新しい工業団地ができた」上映会

11 月 雑誌リサイクル 月曜日　休館

木

14 木 サポーター養成講座

15 金 よっといでたいむ

18 月 月曜日　休館

16 土 ちっちゃなかぜおはなし会／上映会

17 日 上映会／サポーター養成講座

29 金

28 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

19 火 火曜日　休館

22 金

23 土 よっといでたいむ 雑誌リサイクル

20 水 水曜日　休館

21

30 土 「新しい工業団地ができた」上映会

24 日 おはなしの森／雑誌のリサイクル

25 月 月曜日　休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館 雑誌のリサイクル

別紙に、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３回目です

（４月～６月まで、全３回完結）。 

「図書館だより」 2018年6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。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。 

    
 

   
 
 
 

   

   
 
 

新しい工業団地ができた―湖南工業団地造

成完了５０周年―展 
 

【期間】６月９日（土）～７月１日（日） 

航空写真や新聞記事、広報等から当時を振返り

ます。また、当時制作された記録映画の上映会

を併せて実施します。 

①「湖南工業団地」（上映時間約２０分） 

②「変貌の十年―湖南工業団地の記録」 

（同約４０分） 

【上映日時】6月９日（土）、10日（日）、 

16日（土）、17日（日）、30日（土）、 

7月1日（日） 

各日とも①午後２時～、②午後２時２５分～ 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 

 

古くなった図書館資料のうち、再利用が可能

な雑誌約3,000冊を、市民の皆さんに無料でお

譲りします。 

【石部図書館】 

６月９日（土）～１２日（火） 

【甲西図書館】 
６月２３日（土）、２４日（日）、２７日（水） 

【時間】午前１０時～午後６時 
＊混雑を避けるため、午前１０時から整理券を

配って入場制限を行う場合があります。 
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12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

9日（土）

9日（土）

17日（日）

17日（日）

30日（土）

30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

○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。

6月

下田まちづくりセンター

移動図書館車マツゾウくん ６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。 

２３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 

  

  

６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（平日の8時30分～17時15分まで）。  
  

  

  

  

  

  

 

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
写真好きのための法律&マナー 吉川　明子／著 朝日新聞出版 021.2 ｼ
モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語 内田　洋子／著 方丈社 024.3 ﾓ
リズムの哲学ノート 山崎　正和／著 中央公論新社 104 ﾘ
マーティン・ルーサー・キング 黒崎　真／著 岩波書店 198.6 ｷﾝ
古墳空中探訪　奈良編・列島編 梅原　章一／著 新泉社 210.2 ｳ

＊ 幕末史かく流れゆく 中村　彰彦／著 中央公論新社 210.58 ﾅ
移民の町サンパウロの子どもたち ドラウジオ・ヴァレーラ／著 大津：行路社 289.3 ｳﾞｧ
カサノヴァ　上下 鹿島　茂／著 キノブックス 289.3 ｶｻﾞ 
極北へ 石川　直樹／著 毎日新聞出版 297.8 ｷ
「女子」という呪い 雨宮　処凛／著 集英社クリエイティブ 367.2 ｼﾞ
笑育　「笑い」で育む21世紀型能力　 松竹芸能事業開発室「笑育」プロジェクト／著 毎日新聞出版 375.1 ﾜ
英国一家、日本をおかわり マイケル・ブース／著 KADOKAWA 383.8 ｴ
ねみみにみみず 東江　一紀／著 作品社 801.7 ﾈ

　　政治・経済
超国家主義 中島　岳志／著 筑摩書房 311.3 ﾁ
密談の戦後史 塩田　潮／著 KADOKAWA 312.1 ﾐ
革命　仏大統領マクロンの思想と政策 エマニュエル・マクロン／著 ポプラ社 312.3 ｶ
ライシテから読む現代フランス 伊達　聖伸／著 岩波書店 316.2 ﾗ
むらの困りごと解決隊 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 318.8 ﾑ
日本の国難　2020年からの賃金・雇用・企業　 中原　圭介／著 講談社 332.1 ﾆ
向こう半分の人々の暮らし ジェイコブ・リース／著 大阪：創元社 334.4 ﾑ
ゴールドマン・サックスM&A戦記 服部　暢達／著 [東京]：日経BP社 335.5 ｺﾞ
裁量労働制はなぜ危険か 今野　晴貴／編 岩波書店 366.3 ｻ
顧客は展示会で見つけなさい 弓削　徹／著 日刊工業新聞社 606.9 ｺ

　　科学・医学・工学
数学ガール　ポアンカレ予想 結城　浩／著 SBクリエイティブ 410.4 ｽ
雷をひもとけば 新藤　孝敏／[著] 電気学会 451.7 ｶ
野尻湖のナウマンゾウ 野尻湖発掘調査団／著 新日本出版社 457.2 ﾉ

＊ ぼくは虫ばかり採っていた 池田　清彦／著 青土社 460.4 ｲ
合成生物学の衝撃 須田　桃子／著 文藝春秋 464 ｺﾞ
幸福寿命　ホルモンと腸内細菌が導く100年人生 伊藤　裕／著 朝日新聞出版 498.3 ｺ
ザハ・ハディド全仕事 ザハ・ハディド／著 エクスナレッジ 520.8 ｻﾞ
旧朝香宮邸物語 東京都庭園美術館／編 アートダイバー 523.1 ｷ
日本の初期モダニズム建築家 吉田　鋼市／著 松戸：王国社 523.1 ﾆ
バベる!　自力でビルを建てる男　 岡　啓輔／著 筑摩書房 527 ﾊﾞ
火星で生きる スティーブン・ペトラネック／著 朝日出版社 538.9 ｶ
行ってみたい世界の灯台 自由国民社 557.5 ｲ

　　芸術・スポーツ
＊ 図説中世ヨーロッパの美術 浅野　和生／著 河出書房新社 702.0 ｱ

百貨店の展覧会 志賀　健二郎／著 筑摩書房 706.9 ﾋ
流出した日本美術の至宝 中野　明／著 筑摩書房 707.9 ﾘ
私の少女マンガ講義 萩尾　望都／著 新潮社 726.1 ﾜ
今森光彦の里山の切り絵 今森　光彦／切り絵・文 世界文化社 754.9 ｲ
ショスタコーヴィチ 亀山　郁夫／著 岩波書店 762.3 ｼｮ
猿楽と面 伊東　史朗／監修 京都：思文閣出版 773.2 ｻ
凛たる人生 香川　京子／述 ワイズ出版 778.2 ｶｶﾞ
岡崎慎司悩む男。 岡崎　慎司／著 小学館 783.4 ｵｶ
素子の碁 新井　素子／著 中央公論新社 795.0 ﾓ

４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
わたし、定時で帰ります。 朱野　帰子／著 新潮社 F ｱｹ
コンビニなしでは生きられない 秋保　水菓／著 講談社 F ｱｷ
天城越え殺人事件 梓　林太郎／著 実業之日本社 F ｱｽﾞ
いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅／著 山川出版社 F ｱﾝ
爽年 石田　衣良／著 集英社 F ｲｼ
魂の秘境から 石牟礼　道子／著 朝日新聞出版 F ｲｼ
言葉の木蔭 宇佐見　英治／著 鎌倉：港の人 F ｳｻ
玉村警部補の巡礼 海堂　尊／著 宝島社 F ｶｲ
ウィステリアと三人の女たち 川上　未映子／著 新潮社 F ｶﾜ
紅のアンデッド 川瀬　七緒／著 講談社 F ｶﾜ
さざなみのよる 木皿　泉／著 河出書房新社 F ｷｻﾞ
宇喜多の楽土 木下　昌輝／著 文藝春秋 F ｷﾉ
じっと手を見る 窪　美澄／著 幻冬舎 F ｸﾎﾞ
豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件 倉知　淳／著 実業之日本社 F ｸﾗ
震える教室 近藤　史恵／著 KADOKAWA F ｺﾝ
トッカン　徴収ロワイヤル　 高殿　円／著 早川書房 F ﾀｶ
徴産制 田中　兆子／著 新潮社 F ﾀﾅ
ヘイ・ジュード 小路　幸也／著 集英社 F ｼｮ
地球にちりばめられて 多和田　葉子／著 講談社 F ﾀﾜ
ちいさな桃源郷 池内　紀／編 中央公論新社 B F ﾁｲ
祈りのカルテ 知念　実希人／著 KADOKAWA F ﾁﾈ

＊ 近松よろず始末処 築山　桂／著 ポプラ社 913.6 ﾂｷ
明日への一歩 津村　節子／著 河出書房新社 F ﾂﾑ
ペインレス　上 天童　荒太／著 新潮社 F ﾃﾝ 1
砂の家 堂場　瞬一／著 KADOKAWA F ﾄﾞｳ
パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら 中島　たい子／著 ポプラ社 F ﾅｶ
小屋を燃す 南木　佳士／著 文藝春秋 F ﾅｷﾞ
ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文／著 幻冬舎 F ﾅﾅ
悲終伝 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
京都感傷旅行(センチメンタル・ジャーニー) 西村　京太郎／著 文藝春秋 F ﾆｼ
5時過ぎランチ 羽田　圭介／著 実業之日本社 F ﾊﾀﾞ
海を抱いて月に眠る 深沢　潮／著 文藝春秋 F ﾌｶ
曇天記 堀江　敏幸／著 都市出版 F ﾎﾘ
あの夏、二人のルカ 誉田　哲也／著 KADOKAWA F ﾎﾝ
あやかし草紙 宮部　みゆき／著 KADOKAWA F ﾐﾔ
風は西から 村山　由佳／著 幻冬舎 F ﾑﾗ

＊ 三成最後の賭け 矢的　竜／著 新潮社 913.6 ﾔﾏ
朝鮮大学校物語 ヤン　ヨンヒ／著 KADOKAWA F ﾔﾝ
凶犬の眼 柚月　裕子／著 KADOKAWA F ﾕｽﾞ
悲体 連城　三紀彦／著 幻戯書房 F ﾚﾝ

＊ ありがとうって言えたなら 瀧波　ユカリ／著 文藝春秋 916 ﾀ

　　外国文学
ボルヘス怪奇譚集 ホルヘ・ルイス・ボルヘス／編著 河出書房新社 B 908 ﾎﾞ
毒薬 劉　霞／著 福岡：書肆侃侃房 921.7 ﾘｭ
独り大海原に向かって 劉　暁波／著 福岡：書肆侃侃房 921.7 ﾘｭ
周作人読書雑記　1・2 周　作人／著 平凡社 924.7 ｼﾕ 
フィリップ・マーロウの教える生き方 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 930.2 ﾁｬ
黒後家蜘蛛の会　1 アイザック・アシモフ／著 東京創元社 B 933 ｱｼ 1

トウモロコシの種蒔き S.アンダーソン／著 札幌：柏艪舎 933 ｱﾝ
新しきイヴの受難 アンジェラ・カーター／著 国書刊行会 933 ｶﾀ
マザリング・サンデー グレアム・スウィフト／著 新潮社 933 ｽｳ
魔法使いの陰謀 シャンナ・スウェンドソン／著 東京創元社 B 933 ｽｳ
スタートボタンを押してください ケン・リュウ／ほか著 東京創元社 B 933 ｽﾀ
パーソナル　上下 リー・チャイルド／著 講談社 B 933 ﾁｬ
殺意 ジム・トンプスン／著 文遊社 933 ﾄﾝ
自信 ラルフ・ウォルドー・エマソン／著 興陽館 934 ｴﾏ
乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック／著 文藝春秋 943 ﾌｨ

＊ おばあちゃんのごめんねリスト フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8 ﾊﾞ
最後に鴉がやってくる イタロ・カルヴィーノ／著 国書刊行会 973 ｶﾙ


