
31 金

石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土 子ども映画会／親子プレイステーション／「戦争～」展

2 木

3 金 ちっちゃなかぜおはなし会

5 日 夏休みスペシャルおはなし会 映画で見る戦争と平和

8 水 水曜日　休館

12 日 映像で振り返る湖南市

9 木

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

13 月 月曜日　休館

10 金

11 土 山の日　休館 山の日　休館

火曜日　休館

月曜日　休館

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

18 土 ちっちゃなかぜおはなし会

16 木

17 金 よっといでたいむ

水

28 火 火曜日　休館

水曜日　休館

19 日 「戦争・銃後の生活展」最終日

22 水 水曜日　休館

23 木

20 月

21 火

30 木

24 金

25 土 よっといでたいむ 子ども映画会／「湖南市美術展への誘い」開始

26 日 おはなしの森

27 月 月曜日　休館

29

「図書館だより」 2018年８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◇

戦争・銃後の生活展
【期間】８月４日（土）～８月１９日（日）

戦争中、私たちの住む滋賀ではどのような生活が

あったのか、ポスターパネル等で展示します。

湖南市美術展プレ企画「湖南市美術展への

誘(いざな)い」
【期間】８月25日（土）～9月9日（日）

市美術展実行委員による作品を展示します。

中学生による本の帯コンテスト2018
【甲西図書館（開架室）】８月９日（木）

～２２日（水）

【石部図書館（開架室）】８月２４日（金）

～９月２日（日）

市内中学校の生徒が自分の好きな本や紹介したい

本の帯を作成しました。その中から各校７点の

上位入賞作品を展示します。

～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。

映画会（甲西図書館）

子ども映画会
８月４日（土）午後２時～３時

「ばけものづかい」「ねないこだれだ」

８月25日（土）午後２時～３時

「ねこざかな」「すいかのたね」

人気の絵本をもとにしたアニメーション２本立

て。

映画で見る戦争と平和
８月５日（日）午後２時～３時40分

「父と暮せば」

原爆投下から３年後の広島。生き残った負い目

を感じて恋に踏み出せない美津江の前に父の

幽霊があらわれる。

８月５日（日）午後３時５０分～４時20分

「ヒロシマに一番電車が走った」

戦地に召集された大人の代わりに、路面電車を

動かしていた少女たち。実体験をもとにした

アニメーション。

映像で振り返る湖南市
８月12日（日）午後２時～２時30分

「村の婦人学級」

昭和31年。旧甲西町岩根を舞台に、生活や

子育ての課題について互いに学びあう女性たち

を描くドキュメンタリー。

※１５日（水）と１６日（木）は一部で「休館」としておりましたが

上の通り開館します。
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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

４日（土）

４日（土）

19日（日）

19日（日）

25日（土）

25日（土）

15:30～16:00

16:30～17:00

15:30～16:00

16:00～16:30

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

16:30～17:00

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。

８月

下田まちづくりセンター

移動図書館車マツゾウくん ８月の巡回予定

５日（日）夏休みスペシャルおはなし会

午後４時～５時（幼児～小学生向）
グループ「ピッコロロ」と図書館員による、幼児から

小学生向けのおはなしの時間。今回はこわいおはなし会。

１７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。

２５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。

３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。

１８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。

２６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８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。

※移動図書館車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。

8月14日火曜日～16日木曜日をのぞく）。

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～

を描くドキュメンタリー。



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
「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法 大嶋　信頼／著 PHP研究所 146.8 ｼﾞ

＊ 歳を取るのも悪くない 養老　孟司／著 中央公論新社 159 ﾖ
馬・車輪・言語　上・下 デイヴィッド・W.アンソニー／著 筑摩書房 209.3 ｳ 1

＊ 武士の日本史 高橋　昌明／著 岩波書店 210.04 ﾀ
考える江戸の人々 柴田　純／著 吉川弘文館 210.5 ｶ
フィレンツェ 池上　俊一／著 岩波書店 237 ｲ
ふしぎな県境 西村　まさゆき／著 中央公論新社 291.0 ﾌ

＊ イタリアの小さな村へ 中橋　恵／著 新潮社 293.7 ﾅ
非正規・単身・アラフォー女性 雨宮　処凛／著 光文社 367.2 ﾋ

＊ ヤングケアラー 澁谷　智子／著 中央公論新社 369 ｼ
＊ 看る力 阿川　佐和子／著 文藝春秋 369.26 ｱ
＊ 地震・津波防災のひみつ 工藤　ケン／漫画 宮城県 369.31 ｼﾞ

学年誌が伝えた子ども文化史　昭和50〜64年編 小学館 384.5 ｶﾞ 1975

　　政治・経済
「激動の世界をゆく」大越健介取材ノート 大越　健介／著 小学館 302 ｹﾞ
保守主義の精神　上・下 ラッセル・カーク／著 中央公論新社 311.4 ﾎ 1

＊ 女は「政治」に向かないの? 秋山　訓子／著 講談社 312.1 ｱ
21世紀東南アジアの強権政治 外山　文子／編著 明石書店 312.2 ﾆ

＊ レイシャルハラスメントQ&A 金　明秀／著 解放出版社 316.8 ｷ
＊ シーア派とスンニ派 池内　恵／著 新潮社 319.2 ｲ

フリーランス、40歳の壁 竹熊　健太郎／著 ダイヤモンド社 335 ﾌ
長時間労働対策の実務 労務行政研究所／編 労務行政 336.4 ﾁ
財政破綻後 小林　慶一郎／編著 日本経済新聞出版社 342.1 ｻﾞ
Jアラートとは何か 上岡　直見／著 緑風出版 392.1 ｼﾞ

　　科学・医学・工学
＊ 科学のミカタ 元村　有希子／著 毎日新聞出版 404 ﾓ
＊ 性の進化史 松田　洋一／著 新潮社 467.3 ﾏ

蜂と蟻に刺されてみた ジャスティン・O.シュミット／著 白揚社 486.7 ﾊ
「発達障害」と言いたがる人たち 香山　リカ／著 SBクリエイティブ 493.7 ﾊ

＊ どもる体 伊藤　亜紗／著 医学書院 496.9 ｲ
ドクター朝田の間違いだらけの子どもの歯みがき 朝田　芳信／著 春陽堂書店 497.9 ﾄﾞ

＊ リサイクルと世界経済 小島　道一／著 中央公論新社 518.5 ｺ
ごみ収集という仕事 藤井　誠一郎／著 コモンズ 518.5 ｺﾞ

＊ 日本の醜さについて 井上　章一／著 幻冬舎 518.8 ｲ
EVと自動運転 鶴原　吉郎／著 岩波書店 537 ｲ
トヨタ現場の「オヤジ」たち 野地　秩嘉／著 新潮社 537.0 ﾄ
ハイレゾオーディオのすべて 河合　一／著 誠文堂新光社 547.3 ﾊ

　　芸術・スポーツ
「徹子の部屋」の花しごと 石橋　恵三子／著 産業編集センター 699.6 ﾃ
テレ東のつくり方 大久保　直和／著 日本経済新聞出版社 699.6 ﾃ
百年の《泉》 平芳　幸浩／編 LIXIL出版 712.3 ﾃﾞｭ
ベラスケス 大高　保二郎／著 岩波書店 723.3 ﾍﾞﾗ
はじまりのひ かわうち　りんこ／写真・文 求龍堂 748 ﾊ
刀剣と格付け 深井　雅海／著 吉川弘文館 756.6 ﾄ
選曲の社会史 君塚　洋一／著 日本評論社 764.7 ｾ
銀幕に愛をこめて 宝田　明／著 筑摩書房 778.2 ﾀｶ
本日の高座 橘　蓮二／著 講談社 779.1 ﾎ
日本代表を、生きる。 増島　みどり／著 文藝春秋 783.4 ﾆ

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
＊ 石牟礼道子 河出書房新社 910.2 ｲ
＊ 金子兜太のことば 石　寒太／編著 毎日新聞出版 911.36 ｶ
＊ 沈黙から立ち上がったことば 宮坂　静生／著 毎日新聞出版 911.36 ﾐ

背中の地図 金　時鐘／著 河出書房新社 911.5 ｷﾑ
ふわふわ 谷川　俊太郎／著 スイッチ・パブリッシング 911.5 ﾀﾆ

＊ 万引き家族 是枝　裕和／著 宝島社 913.6 ｺﾚ
火花散る あさの　あつこ／著 PHP研究所 F ｱｻ
火のないところに煙は 芦沢　央／著 新潮社 F ｱｼ
罪びとの手 天祢　涼／著 KADOKAWA F ｱﾏ
不在 彩瀬　まる／著 KADOKAWA F ｱﾔ
本性 伊岡　瞬／著 KADOKAWA F ｲｵ
巨悪 伊兼　源太郎／著 講談社 F ｲｶﾞ
スタンドアップ! 五十嵐　貴久／著 PHP研究所 F ｲｶﾞ
ライトマイファイア 伊東　潤／著 毎日新聞出版 F ｲﾄ
ポストカプセル 折原　一／著 光文社 F ｵﾘ
くわえ煙草とカレーライス 片岡　義男／著 河出書房新社 F ｶﾀ
鵜頭川村事件 櫛木　理宇／著 文藝春秋 F ｸｼ
罪なき子 小杉　健治／著 双葉社 F ｺｽ
劉裕 小前　亮／著 講談社 F ｺﾏ
宝島 真藤　順丈／著 講談社 F ｼﾝ
関ケ原前譜 祖父江　一郎／著 角川春樹事務所 Ｆ ｿﾌ
お釈迦さま以外はみんなバカ 高橋　源一郎／著 集英社インターナショナル F ﾀｶ
官邸襲撃 高嶋　哲夫／著 PHP研究所 F ﾀｶ
古事記異聞 高田　崇史／著 講談社 F ﾀｶ
真夜中の子供 辻　仁成／著 河出書房新社 F ﾂｼﾞ
漱石センセと私 出久根　達郎／著 潮出版社 F ﾃﾞｸ
小説山本常朝 童門　冬二／著 致知出版社 Ｆ ﾄﾞｳ
長州を破った男 南原　幹雄／著 新人物往来社 Ｆ ﾅﾝ
師弟の祈り 仁木　英之／著 新潮社 F ﾆｷ
宵物語 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
六月の雪 乃南　アサ／著 文藝春秋 F ﾉﾅ
小早川隆景 野村　敏雄／著 PHP研究所 Ｆ ﾉﾑ
おいぼれハムレット 橋本　治／著 河出書房新社 F ﾊｼ
雨降る森の犬 馳　星周／著 集英社 F ﾊｾ
〆太よ 原田　宗典／著 新潮社 F ﾊﾗ
タイトルはそこにある 堀内　公太郎／著 東京創元社 F ﾎﾘ
もう「はい」としか言えない 松尾　スズキ／著 文藝春秋 F ﾏﾂ
未来 湊　かなえ／著 双葉社 F ﾐﾅ
未来製作所 太田　忠司／他著 幻冬舎 F ﾐﾗ
しない。 群　ようこ／著 集英社 F ﾑﾚ
おやすみ、東京 吉田　篤弘／著 角川春樹事務所 F ﾖｼ

＊ 芸は人なり、人生は笑いあり 桂　歌丸／著 ポプラ社 913.7 ｹﾞ
＊ 人間にとって病いとは何か 曽野　綾子／著 幻冬舎 914.6 ｿﾉ
＊ 歴史と人生 半藤　一利／著 幻冬舎 914.6 ﾊﾝ

　　外国文学
周作人読書雑記　3 周　作人／著 平凡社 924.7 ｼｭ 3
ぼのぼのみたいに生きられたらいいのに キム　シンフェ／著 竹書房 929.1 ｷﾑ
シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 北村　紗衣／著 白水社 932 ｼｪ
モラルの話 J.M.クッツェー／著 人文書院 933 ｸｯ
贋作 ドミニク・スミス／著 東京創元社 933 ｽﾐ
白墨人形 C.J.チューダー／著 文藝春秋 933 ﾁｭ

＊ 接触 クレア・ノース／著 KADOKAWA B 933 ﾉ
奥のほそ道 リチャード・フラナガン／著 白水社 933 ﾌﾗ

＊ 憂鬱な10か月 イアン・マキューアン／著 新潮社 933 ﾏ
牧神の影 ヘレン・マクロイ／著 筑摩書房 B 933 ﾏｸ
モーセの災い　上・下 ジェームズ・ロリンズ／著 竹書房 B 933 ﾛﾘ 1

ヴェネツィアの出版人 ハビエル・アスペイティア／著 作品社 963 ｱｽ


