
30 金

24 土 よっといでたいむ 本のリサイクル

25 日 おはなしの森

26 月 月曜日　休館

27 火 火曜日　休館

29 木

28 水 水曜日　休館

木曜日　休館 月末整理日　休館

19 月 月曜日　休館

22 木 木曜日　休館 本のリサイクル

23 金 祝日　休館 祝日　休館

20 火

21 水 水曜日　休館 本のリサイクル

火曜日　休館

14 水 水曜日　休館

15 木 木曜日　休館

18 日 本のリサイクル

16 金 よっといでたいむ

17 土 ちっちゃなかぜおなはしかい／図書館講座

13 火 火曜日　休館

10 土 山名さん（資料館長）来館

11 日 きじっこおはなし会 ビブリオバトル／明治１５０年記念展最終日

5 月 月曜日　休館

8 木 木曜日　休館

12 月 月曜日　休館

9 金

6 火 火曜日　休館

7 水 水曜日　休館 「電子図書館」オープン／オープニングイベント

石　　部 甲　　西

1 木 木曜日　休館

4 日 図書館講座

2 金 ちっちゃなかぜおはなし会

3 土 祝日　休館 祝日　休館

「図書館だより」 2018年11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◇

明治150年記念展「新聞で見る明治の世相」

【期間】開催中～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。

山名さん（資料館長）来館

【日時】11月10日（土）午後２時～４時

【場所】甲西図書館２階 視聴覚室及び展示コーナー

『赤い鳥』100年展

【期間】11月17日（土）～12月2日（日）

【場所】甲西図書館 2階 展示コーナー

大正７年（1918年）に、鈴木三重吉により童話

童謡雑誌として「赤い鳥」が創刊されて、100

年になることを記念し、同雑誌の復刻版等を滋賀

県立図書館からお借りし、展示します。

また、展示の関連企画として、市内在住の詩人で

童話作家の、のろ・さかんさんに、北原白秋や西

条八十など「赤い鳥」への寄稿作家についてお話

しいただきます。

『赤い鳥』100年展 記念講演会

【日時】12月2日（日）午後2時～４時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【定員】先着５０人

【講師】のろ・さかん さん（詩人・元市教育委員）

【申込】甲西・石部両図書館または電話

行事・催し物

図書館講座「身近な歴史を学ぶ」受講者募集！

・第一回 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）

・第二回 11月17日 （土）

「なぜなに年中行事－民俗学入門－」

【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】甲西図書館・石部図書館

第12回知的書評合戦ビブリオバトル in

KONAN

【場所】甲西図書館 2階 視聴覚室

【日時】11月11日（日）午後１時30分～３時

【申込】石部・甲西両図書館

☆バトラー（本の紹介者）、見学者募集中！

～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
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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

10日（土）

10日（土）

18日（日）

18日（日）

24日（土）

24日（土）

午後１時30分～２時

午後２時30分～３時

午後１時30分～２時

午後３時～３時30分

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

午後２時30分～３時

午前11時30分～12時30分

11月

移動図書館車マツゾウくん 11月の巡回予定

１１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。

１６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。

２４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。

２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。

１７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。

２５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11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～

○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。

「湖南市電子図書館」オープン！

【電子図書館URL】https://www.d-library.jp/konan/

【電子図書館QRコード】右記

2018年11月7日午前10時より利用可能です。湖南市市立図書館ホームページ

からもアクセスできます！詳しくは館内チラシ、およびホームページをご覧ください。

☆オープニングイベント☆
【日時】11月7日（水）午前10時30分～11時30分【場所】甲西図書館２階視聴覚室

気軽に電子図書館を利用してもらうため、電子書籍を実際に体験していただけます。

スマートフォン・タブレットをお持ちの方はご持参ください。



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
図書館と法 鑓水　三千男／著 日本図書館協会 011.2 ﾄ
蒐（あつ）める人 南陀楼綾繁／著 皓星社 020.4 ｱ
親鸞への接近 四方田　犬彦／著 工作舎 188.7 ｼﾝ
禅とジブリ 鈴木　敏夫／著 淡交社 188.8 ｾﾞ
異端の時代 森本　あんり／著 岩波書店 190.4 ｲ

＊ “ふがいない自分”と生きる 渡辺　和子／述 金の星社 198.2 ﾜ
＊ 日本史の論点 中公新書編集部／編 中央公論新社 210.04 ﾆ
＊ 戦乱と民衆 磯田　道史／著 講談社 210.19 ｾ
＊ 室町将軍の御台所 田端　泰子／著 吉川弘文館 210.46 ﾀ

「中東」の世界史 臼杵　陽／著 作品社 226 ﾁ
上皇の日本史 本郷　和人／著 中央公論新社 288.4 ﾎ
済州島を知るための55章 梁　聖宗／編著 明石書店 302.2 ｻ
山怪　3　山人が語る不思議な話 田中　康弘／著 山と溪谷社 388.1 ｻ 3

　　政治・経済
闘うフェミニスト政治家 市川房枝 進藤　久美子／著 岩波書店 312.1 ﾀ
民主主義にとって政党とは何か 待鳥　聡史／著 ミネルヴァ書房 313.7 ﾐ
より高き忠誠 ジェームズ・コミー／著 光文社 317.9 ﾖ

＊ アメリカとヨーロッパ 渡邊　啓貴／著 中央公論新社 319.5 ﾜ
＊ 徳政令 早島　大祐／著 講談社 322.1 ﾊ

WORK DESIGN イリス・ボネット／著 NTT出版 367.2 ﾜ
「混血」と「日本人」 下地　ローレンス吉孝／著 青土社 361.4 ｺ

＊ 世界の空き家対策 米山　秀隆／編著 学芸出版社 365.3 ﾖ
＊ 障がい者の能力を戦力にする 川島　薫／著 中央公論新社 366.2 ｶ

経済学者、待機児童ゼロに挑む 鈴木　亘／著 新潮社 369.4 ｹ

　　科学・医学・工学
なぜ科学はストーリーを必要としているのか ランディ・オルソン／著 慶應義塾大学出版会 407 ﾅ

＊ 台風についてわかっていることいないこと 筆保　弘徳／編著 ベレ出版 451.5 ﾌ
フォッサマグナ 藤岡　換太郎／著 講談社 455.1 ﾌ
意識の川をゆく オリヴァー・サックス／著 早川書房 460.4 ｲ

＊ へんないきものもよう 早川　いくを／著 ベストセラーズ 481.1 ﾊ
先生、脳のなかで自然が叫んでいます! 小林　朋道／著 築地書館 481.7 ｾ
アリハンドブック 寺山　守／解説 文一総合出版 486.7 ｱ
人体の冒険者たち ギャヴィン・フランシス／著 みすず書房 491.3 ｼﾞ
医師が診た核の傷 広岩　近広／著 藤原書店 493.1 ｲ

＊ スマート工場のしくみ 松林　光男／監修 日本実業出版社 509.6 ｽ
＊ 「自然」という幻想 エマ・マリス／著 草思社 519.8 ﾏ
＊ ヤバいビル 三浦　展／文・写真 朝日新聞出版 523.1 ﾐ

　　芸術・スポーツ
犬像をたずね歩く 青柳　健二／著 青弓社 645.6 ｲ
スウェーデンのアール・ブリュット発掘 渡邉　芳樹／著 平凡社 702.3 ｽ
ならず者たちのギャラリー フィリップ・フック／著 フィルムアート社 706.7 ﾅ
「その後」のゲゲゲの女房 武良　布枝／著 辰巳出版 726.1 ﾐｽﾞ
THE ATLAS OF BEAUTY ミハエラ・ノロック／写真・文 パイインターナショナル 748 ｼﾞ
タンゴと日本人 生明　俊雄／著 集英社 764.7 ﾀ
高畑勲 河出書房新社 778.7 ﾀｶ
ナナメの夕暮れ 若林　正恭／著 文藝春秋 779.1 ﾜｶ

＊ 黙ってられるか 川淵　三郎／著 新潮社 783.47 ｶ
それいけ避難小屋 橋尾　歌子／著 山と溪谷社 786.1 ｿ

９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
奥の細道迷い道 吉行　和子／著 集英社インターナショナル 911.3 ｵ

＊ 金子兜太 金子　兜太／著 平凡社 911.36 ｶ
＊ そんなとき隣に詩がいます 谷川　俊太郎／著 大和書房 911.5 ﾀ

グリーン・グリーン　[2]　新米教師二年目の試練 あさの　あつこ／著 徳間書店 F ｱｻ 2
ことことこーこ 阿川　佐和子／著 KADOKAWA F ｱｶﾞ
君の唇に色あせぬ言葉を 阿久　悠／著 河出書房新社 F ｱｸ
松本-鹿児島殺人連鎖 梓　林太郎／著 徳間書店 F ｱｽﾞ
鎌倉の家 甘糟　りり子／著 河出書房新社 F ｱﾏ
インド倶楽部の謎 有栖川　有栖／著 講談社 F ｱﾘ
七つの試練 石田　衣良／著 文藝春秋 F ｲｼ
いろいろあった人へ　大人の流儀Best Selection 伊集院　静／著 講談社 F ｲｼﾞ
たそがれてゆく子さん 伊藤　比呂美／著 中央公論新社 F ｲﾄ
グラスバードは還らない 市川　憂人／著 東京創元社 F ｲﾁ
歌え、汝龍たりし日々を 岩井　三四二／著 角川春樹事務所 F ｲﾜ
時限感染 岩木　一麻／著 宝島社 F ｲﾜ
下町ロケット　[4]　ヤタガラス 池井戸　潤／著 小学館 F ｲｹ 4
大和維新 植松　三十里／著 新潮社 F ｳｴ
死神刑事（デカ） 大倉　崇裕／著 幻冬舎 F ｵｵ
漂砂の塔 大沢　在昌／著 集英社 F ｵｵ
北のあけぼの 沖藤　典子／著 現代書館 F ｵｷ
思い出が消えないうちに 川口　俊和／著 サンマーク出版 F ｶﾜ
名もなき王国 倉数　茂／著 ポプラ社 F ｸﾗ
ドッペルゲンガーの銃 倉知　淳／著 文藝春秋 F ｸﾗ
働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠　るい／著 産業編集センター F ｺﾃﾞ
銀河食堂の夜 さだ　まさし／著 幻冬舎 F ｻﾀﾞ
ヨーコさんの“言葉”　じゃ、どうする 佐野　洋子／文 講談社 F ｻﾉ
つかのまのこと 柴崎　友香／著 KADOKAWA F ｼﾊﾞ
アンドロメダの猫 朱川　湊人／著 双葉社 F ｼｭ
たてがみを捨てたライオンたち 白岩　玄／著 集英社 F ｼﾗ
星のなまえ 高橋　順子／著 白水社 F ﾀｶ
青い春を数えて 武田　綾乃／著 講談社 F ﾀｹ
私が誰かわかりますか 谷川　直子／著 朝日新聞出版 F ﾀﾆ
ひとつむぎの手 知念　実希人／著 新潮社 F ﾁﾈ
童話作家のおかしな毎日 富安　陽子／作 偕成社 F ﾄﾐ
出版禁止 長江　俊和／著 新潮社 F ﾅｶﾞ
特捜投資家 永瀬　隼介／著 ダイヤモンド社 F ﾅｶﾞ
十津川警部長崎路面電車と坂本龍馬 西村　京太郎／著 祥伝社 F ﾆｼ
洗濯（クリーニング）屋三十次郎 野中　ともそ／著 光文社 F ﾉﾅ
始まりの家 蓮見　恭子／著 講談社 F ﾊｽ
影ぞ恋しき 葉室　麟／著 文藝春秋 F ﾊﾑ
ある男 平野　啓一郎／著 文藝春秋 F ﾋﾗ
ベルリンは晴れているか 深緑　野分／著 筑摩書房 F ﾌｶ
帝都一の下宿屋 三木　笙子／著 東京創元社 F ﾐｷ
すべての男は消耗品である。　最終巻 村上　龍／著 幻冬舎 F ﾑﾗ 11
人類滅亡小説 山田　宗樹／著 幻冬舎 F ﾔﾏ

＊ 悪童（ワルガキ） 山田　洋次／著 講談社 913.6 ﾔﾏ
国宝　上・下 吉田　修一／著 朝日新聞出版 F ﾖｼ
吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本　ばなな／著 朝日新聞出版 F ﾖｼ

　　外国文学
＊ 噓ばっかり ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B 933 ｱ

最初の悪い男 ミランダ・ジュライ／著 新潮社 933 ｼﾞｭ
変わったタイプ トム・ハンクス／著 新潮社 933 ﾊﾝ
クリミナル・タウン サム・マンソン／著 早川書房 B 933 ﾏﾝ
ぼくの兄の場合 ウーヴェ・ティム／著 白水社 946 ﾃｨ
監禁面接 ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 953 ﾙﾒ
わたしたちが火の中で失くしたもの マリアーナ・エンリケス／著 河出書房新社 963 ｴﾝ


