
30 火 火曜日　休館

24 水 水曜日　休館

25 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

26 金

27 土 よっといでたいむ 人形劇／明治１５０年記念展開始

29 月

28 日 おはなしの森／図書館講座

月曜日　休館

19 金 よっといでたいむ

22 月 月曜日　休館

23 火 火曜日　休館

20 土

21 日 「花鳥遊楽」写真展最終日

ちっちゃなかぜおはなし会

14 日 きじっこおはなし会

15 月 月曜日　休館

18 木 木曜日　休館

16 火 火曜日　休館

17 水 水曜日　休館

13 土

10 水 水曜日　休館

11 木 木曜日　休館

5 金 ちっちゃなかぜおはなし会

8 月 祝日　休館 月曜日　休館

12 金

9 火 火曜日　休館

6 土 「花鳥遊楽」写真展開始／親子プレイステーション

7 日

石　　部 甲　　西

1 月 月曜日　休館

4 木 木曜日　休館

2 火 火曜日　休館

3 水 水曜日　休館

31 水 水曜日　休館

「図書館だより」 2018年10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◇

「花鳥遊楽」写真展

【期間】10月６日（土）～10月21日（日）

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

平成５年に旧甲西町で刊行された写真集

『花鳥遊楽 甲西の風に吹かれて』に収められた

写真を展示します。

明治150年記念展「新聞で見る明治の世相」

【期間】10月27日（土）～11月11日（日）

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

明治時代に発行された、山名新聞資料館の所蔵

資料を展示します。

図書館講座「身近な歴史を学ぶ」受講者募集！

・１１月４日（日）

「古文書を読む－宿場文書の読み方－」

八杉淳（草津宿街道交流館館長）

・１１月１７日 （土）

「なぜなに年中行事－民俗学入門－」

和田光生（大津市歴史博物館副館長）

【場所】湖南市立甲西図書館 ２階 視聴覚室

【時間】いずれの日も午後2時～４時

【定員】先着７０人

【受講料】無料

【申込み先】甲西図書館・石部図書館

～休館日の変更のお知らせ～
石部図書館の休館日が９月から変わりました。

９月からは休館日が毎週水曜日・木曜日、祝日に変わっています。

甲西図書館の休館日は変更はありません。

行事・催し物

～秋の図書館祭りを開催します～

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、

ポイントがもらえます。ポイントがたまると

くじ引きか、しおり作りに挑戦できます。

【期間】11月11日（日）まで

【対象】中学生以下

おにぎり村の人形劇

【日時】10月27日（土） 午後２時～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【演目】「にんぎょひめ」「すてきな

あまやどり」「りゅうになりたかったへび」

【定員】当日先着１００人



7

8

9

10

11

12

１０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

６日（土）

６日（土）

１４日（日）

１４日（日）

２７日（土）

２７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。

移動図書館車マツゾウくん １０月の巡回予定

１４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。

１９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。

２７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。

５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。

２０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。

２８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10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
※ 旅する本の雑誌 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 019 ﾀ

美しい暮らしをつくる本。 マガジンハウス 020.4 ｳ
日本の小さな本屋さん 和氣　正幸／著 エクスナレッジ 024.1 ﾆ
VRは脳をどう変えるか? ジェレミー・ベイレンソン／著 文藝春秋 141.5 ｳﾞ
自己肯定感がドーンと下がったとき読む本 古宮　昇／著 すばる舎 146.8 ｼﾞ
良心学入門 同志社大学良心学研究センター／編 岩波書店 151.3 ﾘ
なるべく働きたくない人のためのお金の話 大原　扁理／著 百万年書房 159 ﾅ
新約聖書 田川　建三／訳 作品社 193.5 ｼ
10代に語る平成史 後藤　謙次／著 岩波書店 210.7 ｼﾞ

※ 実証史学への道 秦　郁彦／著 中央公論新社 210.7 ﾊ
※ 走り続ける力 山中　伸弥／著 毎日新聞出版 289.1 ﾔ

アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世／著 岩波書店 289.3 ﾌﾗ
アゼルバイジャンを知るための67章 廣瀬　陽子／編著 明石書店 302.2 ｱ

　　政治・経済
※ マスコミ偽善者列伝 加地　伸行／著 飛鳥新社 304 ｶ

政策至上主義 石破　茂／著 新潮社 310.4 ｾ
何が起きたのか? ヒラリー・ロダム・クリントン／著 光文社 312.5 ﾅ
憲法が変わるかもしれない社会 高橋　源一郎／編著 文藝春秋 323.1 ｹ
なぜ倒産 帝国データバンク／協力 日経BP社 335.2 ﾅ
残業の9割はいらない 本間　浩輔／著 光文社 336.4 ｻﾞ
日本人とドイツ人 雨宮　紫苑／著 新潮社 361.5 ﾆ

※ よくわかる働き方改革 日野　勝吾／編著 ぎょうせい 366.1 ﾖ
定年前後の「やってはいけない」 郡山　史郎／著 青春出版社 367.7 ﾃ
ひとりサイズで、気ままに暮らす 阿部　絢子／著 大和書房 367.7 ﾋ

　　科学・医学・工学
※ ホーキング、最後に語る スティーヴン・W.ホーキング／著 早川書房 443.9 ﾎ

リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健／著 技術評論社 457 ﾘ
フタバスズキリュウもうひとつの物語 佐藤　たまき／著 ブックマン社 457.8 ﾌ
Jewels in the night sea 峯水　亮／写真・著 日経ナショナルジオグラフィック社 468.6 ｼﾞ
シマウマのしまはサカナのほね 小宮　輝之／文・写真 メディアパル 481.1 ｼ
スズメバチの真実 中村　雅雄／著 八坂書房 486.7 ｽ
オオカミと野生のイヌ 近藤　雄生／本文 エクスナレッジ 489.5 ｵ
医療現場の行動経済学 大竹　文雄／編著 東洋経済新報社 490.1 ｲ
佳く生きる 天野　篤／著 セブン&アイ出版 490.4 ﾖ
認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイドブックQ&A 新里　和弘／監修 大阪：メディカ出版 493.7 ﾆ
石垣の名城完全ガイド 千田　嘉博／編著 講談社 521.8 ｲ
ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所 山本　昌作／著 ダイヤモンド社 532.0 ﾃﾞ

　　芸術・スポーツ
知られざる北斎 神山　典士／著 幻冬舎 721.8 ｶﾂ

※ モダン絵封筒の世界 三好　一／編著 紫紅社 727 ﾓ
※ 悪魔と呼ばれたヴァイオリニスト 浦久　俊彦／著 新潮社 762.3 ﾊﾟ

21世紀ブラジル音楽ガイド 中原　仁／監修 Pヴァイン 764.7 ﾆ
※ ナトセンおすすめYA映画館 名取　弘文／著 子どもの未来社 778.2 ﾅ

お多福来い来い 細川　貂々／著 小学館 779.1 ｵ
※ あの夏　上・下 朝日新聞スポーツ部／編 朝日新聞出版 783.7 ｱ 1
※ 阪神園芸甲子園の神整備 金沢　健児／著 毎日新聞出版 783.7 ｶ

トヨタ ル・マン24時間レース制覇までの4551日 世良　耕太／著 三栄書房 788.6 ﾄ
うつ病九段 先崎　学／著 文藝春秋 796.0 ｾﾝ

８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
牧水の恋 俵　万智／著 文藝春秋 911.1 ﾜｶ
相互批評の試み 岸本　尚毅／著 ふらんす堂 911.3 ｿ

※ バウムクーヘン 谷川　俊太郎／著 ナナロク社 911.5 ﾀ
行ったり来たり寝ころんだり あおき　ひろえ／絵と文 新日本出版社 F ｱｵ
日傘を差す女 伊集院　静／著 文藝春秋 F ｲｼﾞ
未来職安 柞刈　湯葉／著 双葉社 F ｲｽ
政宗の遺言 岩井　三四二／著 エイチアンドアイ F ｲﾜ
すぐ死ぬんだから 内館　牧子／著 講談社 F ｳﾁ
破蕾 冲方　丁／著 講談社 F ｳﾌﾞ
文字渦 円城　塔／著 新潮社 F ｴﾝ
不思議なシマ氏 小沼　丹／著 幻戯書房 F ｵﾇ
夜の側に立つ 小野寺　史宜／著 新潮社 F ｵﾉ
信長の原理 垣根　涼介／著 KADOKAWA F ｵﾉ
天使たちの課外活動　6 茅田　砂胡／著 中央公論新社 F ｶﾔ 6
ドッグレース 木内　一裕／著 講談社 F ｷｳ
青少年のための小説入門 久保寺　健彦／著 集英社 F ｸﾎﾞ
誘拐の免罪符 小島　正樹／著 南雲堂 F ｺｼﾞ
任俠浴場 今野　敏／著 中央公論新社 F ｺﾝ
ふたりぐらし 桜木　紫乃／著 新潮社 F ｻｸ

※ 引火点 笹本　稜平／著 幻冬舎 913.6 ｻｻ
公園へ行かないか?火曜日に 柴崎　友香／著 新潮社 F ｼﾊﾞ
サーラレーオ 新庄　耕／著 講談社 F ｼﾝ
夏空白花 須賀　しのぶ／著 ポプラ社 913.6 ｽｶﾞ
人生の値打ち 曽野　綾子／著 ポプラ社 F ｿﾉ
あぁ、くたびれた。 高峰　秀子／著 河出書房新社 F ﾀｶ
深夜の博覧会 辻　真先／著 東京創元社 F ﾂｼﾞ
沖縄オバァの小さな偽証 友井　羊／著 光文社 F ﾄﾓ
大奥づとめ 永井　紗耶子／著 新潮社 F ﾅｶﾞ
凍てつく太陽 葉真中　顕／著 幻冬舎 F ﾊﾏ
蝶のゆくへ 葉室　麟／著 集英社 F ﾊﾑ
インジョーカー 深町　秋生／著 幻冬舎 913.6 ﾌｶ
この世界で君に逢いたい 藤岡　陽子／著 光文社 913.6 ﾌｼﾞ
酒から教わった大切なこと 東　理夫／著 天夢人 F ﾋｶﾞ
ほんのきもち 朝吹　真理子／著 扶桑社 F ﾎﾝ
一度だけ 益田　ミリ／著 幻冬舎 F ﾏｽ
シンドローム　上・下 真山　仁／著 講談社 F ﾏﾔ 
君の話 三秋　縋／著 早川書房 F ﾐｱ
三谷幸喜のありふれた生活　15 三谷　幸喜／著 朝日新聞出版 F ﾐﾀ 15
これからの私をつくる29の美しいこと 光野　桃／著 講談社 F ﾐﾂ
猫町くんと猫と黒猫 樒屋　京介／著 小学館 F ﾐﾂ
地球星人 村田　沙耶香／著 新潮社 F ﾑﾗ
星をつなぐ手 村山　早紀／著 PHP研究所 F ﾑﾗ
静かに、ねぇ、静かに 本谷　有希子／著 講談社 F ﾓﾄ
矢上教授の「十二支考」 森谷　明子／著 祥伝社 F ﾓﾘ
新・餓狼伝　巻ノ4 夢枕　獏／著 双葉社 F ﾕﾒ 4
十三階の神(メシア) 吉川　英梨／著 双葉社 913.6 ﾖｼ
大人の女といわれる生き方 家田　荘子／著 さくら舎 914.6 ｲｴ
こころ傷んでたえがたき日に 上原　隆／著 幻冬舎 914.6 ｳｴ
やや黄色い熱をおびた旅人 原田　宗典／著 岩波書店 915.6 ﾊﾗ
工学部ヒラノ教授の研究所わたりある記 今野　浩／著 青土社 916 ｺﾝ
戦中・戦後の暮しの記録 暮しの手帖社 916 ｾﾝ

　　外国文学
文選　3 蕭　統／撰 岩波書店 B 921.4 ﾓﾝ 3

偽りの銃弾 ハーラン・コーベン／著 小学館 B 933 ｺﾍﾞ
黒後家蜘蛛の会　3 アイザック・アシモフ／著 東京創元社 B 933 ｱｼ 3

IQ ジョー・イデ／著 早川書房 B 933 ｲ
偽りの銃弾 ハーラン・コーベン／著 小学館 B 933 ｺﾍﾞ


