
石　　部 甲　　西

1 土

4 火 火曜日　休館

2 日 「中学生による本の帯コンテスト」最終日 美術講座「作る楽しみ、見る楽しみ」

3 月 月曜日　休館

5 水 水曜日　休館

8 土 親子プレイステーション

12 水 水曜日　休館

9 日 きじっこおはなし会 「湖南市美術展実行委員作品展」最終日

6 木 木曜日　休館

7 金 ちっちゃなかぜおはなし会

13 木 木曜日　休館

10 月 月曜日　休館

11 火 火曜日　休館

よっといでたいむ

14 金

15 土 ちっちゃなかぜおはなし会／化石発見30年展開始

18 火 火曜日　休館

16 日

17 月 祝日　休館 月曜日　休館

土

28 金

19 水 水曜日　休館

22 土 よっといでたいむ 化石発見30年展記念講演会

23 日 祝日　休館 祝日休館

20 木 木曜日　休館

21 金

30 日 おはなしの森／化石発見30年展最終日

24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館

27 木 木曜日　休館 月末整理日　休館
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「図書館だより」 2018年９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・

石部図書館）

休館日◇開館時間：午前10時～午後6時◇

湖南市美術展プレ企画「湖南市美術展への誘(いざな)い」

「湖南市美術展実行委員作品展」
【期間】9月9日（日）まで

市美術展実行委員による作品を展示します。

「ステゴドン」足跡化石発見３０年展
【期間】９月１５日（土）～９月３０日（日）

1988年9月、野洲川でのステゴドン象の足跡

発見から30年。写真パネル等で振り返ります。

中学生による本の帯コンテスト2018
【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今月から変わります。

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。

甲西図書館の休館日は変更はありません。

行事・催し物（甲西図書館）

湖南市美術展プレ企画「湖南市美術展への誘(いざな)い」

美術講座「作る楽しみ、見る楽しみ」
【日時】9月2日（日）

第1部 「公募展」って何？

午後1時３０分～2時

第2部 立体美術の見方、楽しみ方

午後2時１５分～3時15分

【場所】甲西図書館2階 視聴覚室

【講師】牛原 龍一さん（市美術展実行委員）

「ステゴドン」足跡化石発見３０年展 記念講演会

化石発見者による記念講演会

【日時】９月２２日（土）

午後２時～３時３０分

【場所】甲西図書館２階 視聴覚室

【講師】田村 幹夫さん（元高校教諭）
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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

１日（土）

１日（土）

９日（日）

９日（日）

29日（土）

29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。

９月

下田まちづくりセンター

移動図書館車マツゾウくん ９月の巡回予定

９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

おはなし会。

２１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。

２２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。

７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。

１５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。

３０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９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）。

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
＊ まわしよみ新聞をつくろう！ 陸奥　賢／著 創元社 070 ﾑ

幸福とは何か 長谷川　宏／著 中央公論新社 130.2 ｺ
弱さをさらけだす勇気 松岡　修造／著 講談社 159 ﾖ
天平の楽園東大寺 三好　和義／著 求龍堂 188.3 ﾃ
生きて死ぬ力 石上　智康／著 中央公論新社 188.7 ｲ
教養のグローバル・ヒストリー 北村　厚／著 ミネルヴァ書房 209 ｷ
世界史序説 岡本　隆司／著 筑摩書房 209 ｾ
歴史と戦争 半藤　一利／著 幻冬舎 210.6 ﾚ
テンプル騎士団 佐藤　賢一／著 集英社 230.4 ﾃ
カルピスをつくった男 三島海雲 山川　徹／著 小学館 289.1 ﾐｼ
人生は、いくつになっても素晴らしい ダフネ・セルフ／著 幻冬舎 289.3 ｾﾙ

＊ 百年の女 酒井　順子／著 中央公論新社 367.2 ｻ
宛字百景 杉本　つとむ／著 八坂書房 811.2 ｱ

　　政治・経済
丸山眞男集別集　第4巻　正統と異端 丸山　眞男／著 岩波書店 310.8 ﾏ 4
政治の衰退　上 フランシス・フクヤマ／著 講談社 313 ｾ 1
面従腹背 前川　喜平／著 毎日新聞出版 317.2 ﾒ

＊ 帝国議会 久保田　哲／著 中央公論新社 314.1 ｸ
＊ 警察官白書 古野　まほろ／著 新潮社 317.7 ﾌ
＊ 雪（そそ）ぐ人 佐々木　健一／著 NHK出版 327.6 ｻ

経済学は悲しみを分かち合うために 神野　直彦／著 岩波書店 331.0 ｹ
＊ 中小企業の防災マニュアル 本田　茂樹／編著 労働調査会 336 ﾎ

私が「ダメ上司」だった33の理由 午堂　登紀雄／著 日本実業出版社 336.3 ﾜ
熱海の奇跡 市来　広一郎／著 東洋経済新報社 689.4 ｱ

　　科学・医学・工学
植物たちの救世主 カルロス・マグダレナ／著 柏書房 470 ｼ

＊ 野草と暮らす365日 山下　智道／著 山と溪谷社 470 ﾔ
ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子／著 講談社 487.5 ﾎ
鹿と日本人 田中　淳夫／著 築地書館 489.8 ｼ

＊ 岩石の科学 西川　有司／著 日刊工業新聞社 458 ﾆ
＊ ウソばっかり! 竹内　久美子／著 ワニブックス 481.7 ﾀ

図説近代日本土木史 土木学会土木史研究委員会／編 鹿島出版会 510.2 ｽﾞ
新築がお好きですか? 砂原　庸介／著 ミネルヴァ書房 527 ｼ
海と森の別荘22 ハースト婦人画報社 527.7 ｳ
ロケットガールの誕生 ナタリア・ホルト／著 地人書館 538.9 ﾛ
太陽を創った少年 トム・クラインズ／著 早川書房 539.3 ﾀ

＊ 陛下、お味はいかがでしょう。 工藤　極／著 徳間書店 596.0 ｸ

　　芸術・スポーツ
＊ 美貌のひと 中野　京子／著 PHP研究所 723 ﾅ

ずぶぬれの木曜日 エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 726.5 ｽﾞ
花の立体カード やまもと　えみこ／著 日本ヴォーグ社 754.9 ﾊ
星野源 音楽の話をしよう 星野　源／著 朝日新聞出版 764.7 ﾎｼ

＊ あの映画みた? 井上　荒野／著 新潮社 778.0 ｲ
顔に魅せられた人生 辻　一弘／著 宝島社 778.4 ｶ
東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本 西川　千春／著 イカロス出版 780.6 ﾄ

＊ マリア・シャラポワ自伝 マリア・シャラポワ／著 文藝春秋 783.5 ｼ
ざっくり甲子園100年100ネタ オグマ　ナオト／著 廣済堂出版 783.7 ｻﾞ
いつか絶対泊まりたい！山小屋ガイドBOOK 枻出版社 786.1 ｲ

６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
＊ ノーベル文学賞を読む 橋本　陽介／著 KADOKAWA 902.0 ﾊ

ブルーハワイ 青山　七恵／著 河出書房新社 F ｱｵ
地に滾る あさの　あつこ／著 祥伝社 F ｱｻ
下町ロケット　[3]　ゴースト 池井戸　潤／著 小学館 F ｲｹ 3
骨を弔う 宇佐美　まこと／著 小学館 913.6 ｳｻ
大江健三郎 柄谷行人全対話 大江　健三郎／著 講談社 F ｵｵ
赤い風 梶　よう子／著 文藝春秋 F ｶｼﾞ
天地に燦たり 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ
鵜頭川村事件 櫛木　理宇／著 文藝春秋 913.6 ｸｼ
泥濘 黒川　博行／著 文藝春秋 F ｸﾛ
島のエアライン　上下 黒木　亮／著 毎日新聞出版 913.6 ｸﾛ
銀幕のメッセージ 鯨　統一郎／著 光文社 F ｸｼﾞ
罪なき子 小杉　健治／著 双葉社 913.6 ｺｽ
パラレルワールド 小林　泰三／著 角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ
無限の玄/風下の朱 古谷田　奈月／著 筑摩書房 F ｺﾔ
ふたりぐらし 桜木　紫乃／著 新潮社 913.6 ｻｸ
鏡の背面 篠田　節子／著 集英社 F ｼﾉ
ISOROKU 柴田　哲孝／著 祥伝社 F ｼﾊﾞ
一億円のさようなら 白石　一文／著 徳間書店 F ｼﾗ
夏空白花 須賀　しのぶ／著 ポプラ社 F ｽｶﾞ
日本の美徳 瀬戸内　寂聴／著 中央公論新社 F ｾﾄ
送り火 高橋　弘希／著 文藝春秋 F ﾀｶ
音叉 高見澤　俊彦／著 文藝春秋 F ﾀｶ
鏡のなかのアジア 谷崎　由依／著 集英社 F ﾀﾆ
ロミイの代辯 寺山　修司／著 幻戯書房 F ﾃﾗ
焦土の刑事 堂場　瞬一／著 講談社 913.6 ﾄﾞｳ
能面検事 中山　七里／著 光文社 913.6 ﾅｶ
宵物語 西尾　維新／著 講談社 913.6 ﾆｼ
十津川警部海の見える駅 西村　京太郎／著 小学館 F ﾆｼ
風に恋う 額賀　澪／著 文藝春秋 F ﾇｶ
水槽の中 畑野　智美／著 KADOKAWA F ﾊﾀ
蝶のゆくへ 葉室　麟／著 集英社 913.6 ﾊﾑ
彼女は頭が悪いから 姫野　カオルコ／著 文藝春秋 913.6 ﾋﾒ
ショコラティエ 藤野　恵美／著 光文社 F ﾌｼﾞ
友を待つ 本城　雅人／著 東京創元社 F ﾎﾝ
孤独の発明 三浦　雅士／著 講談社 F ﾐｳ
スケルトン・キー 道尾　秀介／著 KADOKAWA F ﾐﾁ
死にたい、ですか 村上　しいこ／著 小学館 F ﾑﾗ
燃える波 村山　由佳／著 中央公論新社 F ﾑﾗ
咳をしても一人と一匹 群　ようこ／著 KADOKAWA F ﾑﾚ
大ぼら吹きの城 矢野　隆／著 KADOKAWA F ﾔﾉ

＊ はるか 宿野　かほる／著 新潮社 913.6 ﾔﾄﾞ
切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本　ばなな／著 幻冬舎 F ﾖｼ
毒死列島 身悶えしつつ 石牟礼　道子／著 金曜日 L ｲｼ
村上春樹の100曲 栗原　裕一郎／編著 立東舎 L ﾑﾗ
線量計と奥の細道 ドリアン助川／著 幻戯書房 915.6 ﾄﾞﾘ
森籠もりの日々 森　博嗣／著 講談社 915.6 ﾓﾘ

　　外国文学
草の葉 W.ホイットマン／著 第三文明社 931 ﾎｲ
大鴉 エドガー・アラン・ポオ／著 沖積舎 931 ﾎﾟ
フォックスクラフト　3 インバリ・イセーレス／著 静山社 933 ｲｾ 3
泥 ルイス・サッカー／作 小学館 933 ｻｯ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース16、1924年 J.D.サリンジャー／著 新潮社 933 ｻﾘ

＊ モーリス フォースター／著 光文社 B 933 ﾌ
戦時の音楽 レベッカ・マカーイ／著 新潮社 933 ﾏｶ
十三の物語 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ
あなたを愛してから デニス・ルヘイン／著 早川書房 933 ﾚﾍ


