
石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

5 木

8 日 きじっこおはなし会

12 木

9 月 月曜日　休館

6 金 ちっちゃなかぜおはなし会

7 土 親子プレイステーション／「芥川賞作家」展示

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

土 図書館ポイントラリー開始 ちっちゃな風おはなし会／ポイントラリー開始

14 土

15 日 おはなしの森

18 水 水曜日　休館

16 月 祝日　休館 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

29 日

28 土 よっといでたいむ 児童書のリサイクル／竹とんぼ作り

児童書のリサイクル／竹とんぼ作り

19 木

22 日 ビブリオバトル／「芥川賞作家」展示最終日

23 月 月曜日　休館

20 金 よっといでたいむ
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30 月 月曜日　休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 月末整理日　休館 月末整理日　休館

27 金 児童書のリサイクル／竹とんぼ作り

「図書館だより」 2018年7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◇

「芥川賞作家」サイン本の世界展
【期間】7月7日（土）～７月22日（日）

7月18日（水）に第159回芥川賞が選考される

のに合わせ、これまでの芥川賞受賞作家の中から、

井上靖、安岡章太郎、庄司薫、小川洋子、

吉田修一、川上未映子ら16人の作家のサイン本

を展示します。

～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、

毎月最終木曜日（８月・１２月を除く）に変わり

ます。

イベント・催し物

第11回「知的書評合戦ビブリオバトル

ｉｎ ＫＯＮＡＮ」
おススメの本の紹介者としての出場、チャンプ本

に投票する観客としての参加、どちらもできます。

【日時】７月22日（日）

午後１時３０分～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【主催】湖南市ビブリオバトル実行委員会

【申込方法】甲西図書館・石部図書館の

カウンターおよび電話

「竹とんぼ」作り教室
【日時】7月27日（金）～7月29日（日）

午前10時～午後4時

【場所】2階展示コーナー

【指導】湖南市社協ボランティアグループ、

スーパー竹とんぼ「こなん」会員の皆さん

※参加料は無料です。材料や道具、事前申込みも

不要です。

児童書のリサイクル
古くなった図書館資料のうち、再利用が可能な

児童書を、市民の皆さんに無料でお譲りします。

【日時】7月27日（金）～29日（日）

午前10時～午後6時

【場所】甲西図書館1階 多目的会議室

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】7月21日（土）～11月11日（日）

【くじ引き期間】10月20日（土）

～11月11日（日）まで

【対象】中学生以下
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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

7日（土）

7日（土）

８日（日）

８日（日）

28日（土）

28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。

7月

下田まちづくりセンター

移動図書館車マツゾウくん ７月の巡回予定

８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。

２０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。

２８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。

６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。

２１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。

１５日（日）おはなしの森※２２日（日）から変更になりました

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７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。

また、貸出中の資料・雑誌の最新号をご自分で予約

することができます。

◎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
読書という荒野 見城　徹／著 幻冬舎 019.0 ﾄﾞ
世界昆虫神話 篠田　知和基／著 八坂書房 164 ｾ
遣唐使と外交神話 小峯　和明／著 集英社 210.3 ｹ

＊ 大正=歴史の踊り場とは何か 鷲田　清一／編著 講談社 210.69 ﾜ
平成史 佐藤　優／著 小学館 210.7 ﾍ
五日市憲法 新井　勝紘／著 岩波書店 213.6 ｲ
天皇陵と近代 宮間　純一／著 平凡社 288.4 ﾃ

＊ テキトーだって旅に出られる! 蔵前　仁一／著 産業編集センター 290.9 ｸ
＊ 「コミュ障」の社会学 貴戸　理恵／著 青土社 361.4 ｷ

定年準備 楠木　新／著 中央公論新社 367.7 ﾃ
＊ ルポ児童相談所 大久保　真紀／著 朝日新聞出版 369.4 ｵ

PTA不要論 黒川　祥子／著 新潮社 374.6 ｸ
物語を忘れた外国語 黒田　龍之助／著 新潮社 804 ｸ

　　政治・経済
10年後の仕事図鑑 堀江　貴文／著 SBクリエイティブ 304 ｼﾞ
ポピュリズム カス・ミュデ／著 白水社 311.7 ﾎﾟ
辺境中国 デイヴィッド・アイマー／著 白水社 316.8 ﾍ

＊ 明治の技術官僚 柏原　宏紀／著 中央公論新社 317 ｶ
広告が憲法を殺す日 本間　龍／著 集英社 323.1 ｺ
日本統治下の朝鮮 木村　光彦／著 中央公論新社 332.2 ﾆ
人口減少社会の未来学 内田　樹／編 文藝春秋 334.3 ｼﾞ

＊ “社風”の正体 植村　修一／著 日本経済新聞出版社 335 ｳ
＊ 「価格」を疑え 吉川　尚宏／著 中央公論新社 337.8 ﾖ

経済学者たちの日米開戦 牧野　邦昭／著 新潮社 391.3 ｹ

　　科学・医学・工学
数学する身体 森田　真生／著 新潮社 B 410.4 ｽ

＊ 地層のきほん 目代　邦康／著 誠文堂新光社 456 ﾓ
江戸の骨は語る 篠田　謙一／著 岩波書店 469.4 ｴ
人間の偏見動物の言い分 高槻　成紀／著 イースト・プレス 480.4 ﾆ
歴史を変えた病 フレデリック・F.カートライト／著 法政大学出版局 490.2 ﾚ
死を生きた人びと 小堀　鷗一郎／著 みすず書房 498 ｼ

＊ 100年後の世界 鈴木　貴之／著 化学同人 504 ｽ
伊東豊雄|21世紀の建築をめざして 伊東　豊雄／著 エクスナレッジ 520.4 ｲ

＊ 宇宙ビジネスの衝撃 大貫　美鈴／著 ダイヤモンド社 538.9 ｵ
「きぼう」のつくりかた 長谷川　義幸／著 地人書館 538.9 ｷ
音の見える部屋 田中　伊佐資／著 音楽之友社 547.3 ｵ
暮しの手帖のクイックレシピ 暮しの手帖編集部／著 暮しの手帖社 596 ｸ

　　芸術・スポーツ
2時間ドラマ40年の軌跡 大野　茂／著 東京ニュース通信社 699.6 ｵ

＊ 美術館へ行こう 伊藤　まさこ／著 新潮社 706.9 ｲ
隣人、それから。 初沢　亜利／著 徳間書店 748 ﾘ
デザインとヴィジュアル・コミュニケーション ブルーノ・ムナーリ／著 みすず書房 757 ﾃﾞ
ホロヴィッツ 中川　右介／著 アルファベータブックス 762.3 ﾎﾛ
時は待ってくれない 小田　和正／著 PHP研究所 767.8 ｵﾀﾞ
美空ひばり最後の真実 西川　昭幸／著 さくら舎 767.8 ﾐｿ
脇役本 浜田　研吾／著 筑摩書房 B 772.1 ﾜ
敗れても敗れても 門田　隆将／著 中央公論新社 783.7 ﾔ
ボクシング日和 角田　光代／著 角川春樹事務所 788.3 ﾎﾞ

５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
水中翼船炎上中 穂村　弘／著 講談社 911.1 ﾎﾑ
水丸さんのゴーシチゴ 安西　水丸／著 ぴあ 911.3 ｱﾝ
チュサンマとピウスツキとトミの物語他 花崎　皋平／著 未知谷 911.5 ﾊﾅ
三毛猫ホームズの復活祭 赤川　次郎／著 光文社 F ｱｶ
鏡じかけの夢 秋吉　理香子／著 新潮社 F ｱｷ
怪しくて妖しくて 阿刀田　高／著 集英社 F ｱﾄ
平城京 安部　龍太郎／著 KADOKAWA F ｱﾍﾞ
きんじよ いしい　しんじ／著 ミシマ社 F ｲｼ
赤銅(あかがね)の魔女 乾石　智子／著 東京創元社 F ｲﾇ
その話は今日はやめておきましょう 井上　荒野／著 毎日新聞出版 F ｲﾉ
本懐 上田　秀人／著 光文社 F ｳｴ
爆身 大沢　在昌／著 徳間書店 F ｵｵ
曇り、ときどき輝く 鎌田　實／著 集英社 F ｶﾏ

＊ 山猫クー 川口　晴／著 河出書房新社 913.6 ｶﾜ
チンギス紀　1・2 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 
現代説経集 姜　信子／著 ぷねうま舎 F ｷｮ
ロンリネス 桐野　夏生／著 光文社 F ｷﾘ
仕事は2番 こざわ　たまこ／著 双葉社 F ｺｻﾞ

＊ 梟の月 小松　エメル／著 KADOKAWA 913.6 ｺﾏ
＊ 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー／著 新潮社 914.6 ｼﾞｪ

バブルを抱きしめて 島村　洋子／著 ベストセラーズ F ｼﾏ
ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽　麻子／著 幻冬舎 F ﾀｷ
工作艦間宮の戦争 谷　甲州／著 早川書房 F ﾀﾆ
正しい女たち 千早　茜／著 文藝春秋 F ﾁﾊ
滅びの園 恒川　光太郎／著 KADOKAWA F ﾂﾈ
ディス・イズ・ザ・デイ 津村　記久子／著 朝日新聞出版 F ﾂﾑ
連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山　七里／著 宝島社 F ﾅｶ
ドラゴンスリーパー 長崎　尚志／著 KADOKAWA F ﾅｶﾞ
ストーブ列車殺人事件 西村　京太郎／著 双葉社 F ﾆｼ
六月の雪 乃南　アサ／著 文藝春秋 F ﾉﾅ
みんな忘れた 野見山　暁治／著 平凡社 F ﾉﾐ
ニードルス 花村　萬月／著 KADOKAWA F ﾊﾅ
青嵐の坂 葉室　麟／著 KADOKAWA F ﾊﾑ
オールドレンズの神のもとで 堀江　敏幸／著 文藝春秋 F ﾎﾘ
瑕疵(かし)借り 松岡　圭祐／著 講談社 F ﾏﾂ
信じ合う支え合う 三浦　綾子／著 北海道新聞社 F ﾐｳ
未来 湊　かなえ／著 双葉社 F ﾐﾅ
とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下　奈都／著 扶桑社 F ﾐﾔ
火環(ひのわ) 村田　喜代子／著 平凡社 F ﾑﾗ
ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳／著 文藝春秋 F ﾑﾗ
ψ(プサイ)の悲劇 森　博嗣／著 講談社 F ﾓﾘ
元禄お犬姫 諸田　玲子／著 中央公論新社 F ﾓﾛ
ゴリラからの警告 山極　寿一／著 毎日新聞出版 F ﾔﾏ
飛ぶ孔雀 山尾　悠子／著 文藝春秋 F ﾔﾏ
あること、ないこと 吉田　篤弘／著 平凡社 F ﾖｼ
漱石の家計簿 山本　芳明／著 教育評論社 L ﾅﾂ

　　外国文学
<創造>の秘密　シェイクスピアとカフカとコンラッドの場合 野上　勝彦／著 彩流社 932 ｼｪ
落ちた花嫁 ニナ・サドウスキー／著 小学館 B 933 ｻﾄﾞ

＊ 八月の光 フォークナー／著 光文社 B 933 ﾌ
ラヴェルスタイン ソール・ベロー／著 彩流社 933 ﾍﾞﾛ
影の子 デイヴィッド・ヤング／著 早川書房 933 ﾔﾝ
アンデスの黄金　上下 ジェームズ・ロリンズ／著 扶桑社 B 933 ﾛﾘ 
こころに残ること アリス・テイラー／著 未知谷 936 ﾃｲ

＊ きげんのいいリス トーン・テレヘン／著 新潮社 949.3 ﾃ
詩人大使ポール・クローデルと日本 アルバム・クローデル編集委員会／編 水声社 950.2 ｸﾛ
黒い魔術 ポール・モラン／著 未知谷 953 ﾓﾗ
燃える平原 フアン・ルルフォ／作 岩波書店 B 963 ﾙﾙ
ウンガレッティ全詩集 ウンガレッティ／著 岩波書店 B 971 ｳﾝ


