
月 年末年始　休館 年末年始　休館

30 日 年末年始　休館 年末年始　休館
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24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館 人権標語・ポスター展　最終日

27 木 木曜日　休館

29 土

28 金

年末年始　休館 年末年始　休館

19 水 水曜日　休館

22 土 よっといでたいむ 子ども映画会

23 日 祝日　休館 祝日　休館

20 木 木曜日　休館

21 金 よっといでたいむ

14 金

15 土 ちっちゃなかぜおはなし会／図書館講座

18 火 火曜日　休館

16 日 おはなしの森

17 月 月曜日　休館

13 木 木曜日　休館

10 月 月曜日　休館

11 火 火曜日　休館

5 水 水曜日　休館 人権標語・ポスター展　開始

8 土 土曜名画座

12 水 水曜日　休館

9 日 きじっこおはなし会 図書館講座

6 木 木曜日　休館

7 金 ちっちゃなかぜおはなし会

石　　部 甲　　西

1 土 土曜名画座

4 火 火曜日　休館

2 日 『赤い鳥』100年展最終日／記念講演会

3 月 月曜日　休館

「図書館だより」 2018年12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◇

2018年度湖南市児童生徒人権標語・

ポスター展
【期間】12月５日（水）～12月26日（水）

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

年末年始休館のお知らせ

石部図書館：12月29日（土）から１月４日（金）まで休館

甲西図書館：12月29日（土）から１月４日（金）まで休館

※休館中の本の返却はブックポストへお願いします。

（ＣＤや大型絵本など壊れやすいものや湖南市立図書館以外の本はご遠慮ください。）

行事・催し物（甲西図書館）

図書館講座「身近な歴史を学ぶ」受講者募集！

・１２月９日（日）

「仏像－その見方－」

講師 土井通弘さん（就実大学名誉教授）

・１２月１５日（土）

「遺跡の見方－考古学からわかること－」

講師 中井均さん（滋賀県立大学教授）

【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

【受講料】無料

【申込み先】甲西図書館・石部図書館

※当日参加も可能です。お問合せください。

図書館映画会

～土曜名画座～

・１２月１日（土）

午前10時30分～11時25分

『キッド』C.チャップリン監督・主演

午後2時～3時50分

『晩春』小津安二郎監督 笠智衆､原節子他出演

・１２月８日（土）

午前10時30分～11時35分

『雪の女王』アニメーション（ソ連）

午後2時～3時30分

『羅生門』黒澤明監督三船敏郎他出演

～子ども映画会～

・１２月22日（土）

午後2時～3時

『まどから★おくりもの』

五味太郎原作
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8

9

10

11

12

下田まちづくりセンター

12月

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）

15日（土）

15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

移動図書館車マツゾウくん 12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。

１６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12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

○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」ホームページ～

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

【電子図書館QRコード】右記

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。



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
人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」 新井　紀子／編 東京大学出版会 007.1 ｼﾞ
すいません、ほぼ日の経営。 糸井　重里／語り手 日経BP社 007.3 ｽ
オランダ公共図書館の挑戦 吉田　右子／著 新評論 016.2 ｵ

＊ 絵本は心のへその緒 松居　直／著 ブックスタート 019.5 ﾏ
「死」とは何か シェリー・ケーガン／著 文響社 114.2 ｼ
ルイ・アルチュセール 市田　良彦／著 岩波書店 135.5 ｱﾙ
「気にしい」のもやもやが消える方法 根本　橘夫／著 WAVE出版 146.8 ｷ
貨幣が語るローマ帝国史 比佐　篤／著 中央公論新社 232 ｶ
エドガルド・モルターラ誘拐事件 デヴィッド・I.カーツァー／著 早川書房 237.0 ｴ

＊ 図説ヴィクトリア女王の生涯 村上　リコ／著 河出書房新社 288.4 ﾋﾞ
教養派知識人の運命 竹内　洋／著 筑摩書房 289.1 ｱﾍﾞ
運命 文　在寅／著 岩波書店 289.2 ﾑﾝ

＊ マーガレット・サッチャー 冨田　浩司／著 新潮社 289.3 ｻ

　　政治・経済
戦略の世界史　上・下 ローレンス・フリードマン／著 日本経済新聞出版社 301 ｾ 
本音化するヨーロッパ 三好　範英／著 幻冬舎 302.3 ﾎ
トランプのアメリカに住む 吉見　俊哉／著 岩波書店 302.5 ﾄ

＊ 「明治礼賛」の正体 斎藤　貴男／著 岩波書店 312.1 ｻ
無法者が塗り替える中東地図 宮田　律／著 毎日新聞出版 319.5 ﾑ
宇沢弘文の数学 小島　寛之／著 青土社 331.1 ｳ
中国経済講義 梶谷　懐／著 中央公論新社 332.2 ﾁ

＊ いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書 水野　学／著 ダイヤモンド社 336.2 ﾐ
＊ データサイエンス「超」入門 松本　健太郎／著 毎日新聞出版 350.1 ﾏ
＊ 共感スイッチ 浜崎　慎治／著 中央公論新社 361.4 ﾊ

　　科学・医学・工学
もしも宇宙に行くのなら 橳島　次郎／著 岩波書店 440.4 ﾓ
プランクトンハンドブック　淡水編 中山　剛／著 文一総合出版 468.6 ﾌﾟ
動物が見ている世界と進化 スティーヴ・パーカー／著 エクスナレッジ 481.3 ﾄﾞ

＊ 鳥が好きすぎて、すみません 細川　博昭／著 誠文堂新光社 488.0 ﾎ
＊ よくわかる足部・足関節の動きとしくみ 櫻井　亮輔／著 秀和システム 491.1 ｻ

カサンドラ症候群 岡田　尊司／著 KADOKAWA 493.7 ｶ
産婆と産院の日本近代 大出　春江／著 青弓社 495.9 ｻ

＊ 食育のウソとホント 魚柄　仁之助／著 こぶし書房 498.5 ｳ
ジャイロモノレール 森　博嗣／著 幻冬舎 516.8 ｼﾞ
日本のダム美 川崎　秀明／著 ミネルヴァ書房 517.7 ﾆ
世界で一番美しい建築デザインの教科書 鈴木　敏彦／著 エクスナレッジ 525.1 ｾ

＊ 猫と暮らす住まいのつくり方 金巻　とも子／監修 ナツメ社 527 ﾈ

　　芸術・スポーツ
旅する画家藤田嗣治 林　洋子／監修 新潮社 723.1 ﾌｼﾞ
馬場のぼる作品集 馬場　のぼる／著 スペースシャワーネットワーク 726.1 ﾊﾞﾊﾞ
DOUBLE TAKE ヨアキム・コーティス／著 青幻舎インターナショナル 748 ﾀﾞ

＊ もっと知りたい刀剣 内藤　直子／監修・著 東京美術 756.6 ﾅ
高橋悠治という怪物 青柳　いづみこ／著 河出書房新社 762.1 ﾀｶ
うらさだ さだまさしとゆかいな仲間たち／著 小学館 767.8 ｻﾀﾞ
すべての道は役者に通ず 春日　太一／著 小学館 772.1 ｽ
フランシス・フォード・コッポラ、映画を語る フランシス・フォード・コッポラ／著 フィルムアート社 778.0 ﾌ
NORTH北へ スコット・ジュレク／著 NHK出版 782.3 ﾉ

＊ 伏見工業伝説 益子　浩一／著 文藝春秋 783.48 ﾏ

10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
文学はおいしい。 小山　鉄郎／著 作品社 910.2 ﾌﾞ
<焼跡>の戦後空間論 逆井　聡人／著 青弓社 910.2 ﾔ
天国と、とてつもない暇 最果　タヒ／著 小学館 911.5 ｻｲ
血の雫 相場　英雄／著 新潮社 F ｱｲ
泥棒たちの十番勝負 赤川　次郎／著 徳間書店 F ｱｶ
凪の残響 麻見　和史／著 講談社 F ｱｻ
ラストラン あさの　あつこ／著 幻冬舎 F ｱｻ
ゆっくり十まで 新井　素子／著 キノブックス F ｱﾗ
光の人 今井　彰／著 文藝春秋 F ｲﾏ
ひゃっか! 今村　翔吾／著 文響社 F ｲﾏ

＊ 人生は還暦から! 小山内　美江子／著 ヨシモトブックス 914.6 ｵｻ
あとがき 片岡　義男／著 晶文社 F ｶﾀ
チンギス紀　3 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 3
だめなら逃げてみる 小池　一夫／著 ポプラ社 F ｺｲ
エムエス 今野　敏／著 講談社 F ｺﾝ
どんまい 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ
ヘブン 新野　剛志／著 幻冬舎 F ｼﾝ
14歳、明日の時間割 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ
先生、ちょっと人生相談いいですか? 瀬戸内　寂聴／著 集英社インターナショナル F ｾﾄ
六十歳からの人生 曽野　綾子／著 興陽館 F ｿﾉ
東京輪舞(ロンド) 月村　了衛／著 小学館 F ﾂｷ
深淵の色は 佐川幸義伝 津本　陽／著 実業之日本社 F ﾂﾓ
白いジオラマ 堂場　瞬一／著 中央公論新社 F ﾄﾞｳ
90歳を生きること 童門　冬二／著 東洋経済新報社 F ﾄﾞｳ
ダンデライオン 中田　永一／著 小学館 F ﾅｶ
掟上今日子の乗車券 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
十津川警部両国駅3番ホームの怪談 西村　京太郎／著 講談社 F ﾆｼ
大名絵師写楽 野口　卓／著 新潮社 F ﾉｸﾞ
マリリン・モンロー・ノー・リターン 野坂　昭如／著 小学館 F ﾉｻ
神さまを待っている 畑野　智美／著 文藝春秋 F ﾊﾀ
沈黙のパレード 東野　圭吾／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ
ゴンちゃん、またね。 ビートたけし／作・画 文藝春秋 F ﾋﾞﾄ
考える葦 平野　啓一郎／著 キノブックス F ﾋﾗ
群青の魚 福澤　徹三／著 光文社 F ﾌｸ
出会って別れて、なぜ悪い? 松尾　スズキ／著 朝日新聞出版 F ﾏﾂ
母の老い方観察記録 松原　惇子／著 海竜社 F ﾏﾂ
野の春 宮本　輝／著 新潮社 F ﾐﾔ
ペンチメント 茂木　健一郎／著 講談社 F ﾓｷﾞ
雨上がりの川 森沢　明夫／著 幻冬舎 F ﾓﾘ
バロルの晩餐会 夢枕　獏／作 KADOKAWA F ﾕﾒ
前世は兎 吉村　萬壱／著 集英社 F ﾖｼ
「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな／著 KADOKAWA F ﾖｼ
手をつないだままさくらんぼの館で 令丈　ヒロ子／著 KADOKAWA F ﾚｲ
東京23区外さんぽ 泉　麻人／著 平凡社 915.6 ｲｽﾞ

＊ 最後の「愛してる」 前田　朋己／著 幻冬舎 916 ﾏ

　　外国文学
中国はここにある 梁　鴻／著 みすず書房 926 ﾘｱ
洪水の年　上・下 マーガレット・アトウッド／著 岩波書店 933 ｱﾄ 
任務の終わり　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ
パールとスターシャ アフィニティ・コナー／著 東京創元社 933 ｺﾅ
ブラック・スクリーム ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｨ
ふたつのオリンピック ロバート・ホワイティング／著 KADOKAWA 936 ﾎﾜ
ブリット=マリーはここにいた フレドリック・バックマン／著 早川書房 949.8 ﾊﾞｯ
兄弟の血　上・下 アンデシュ・ルースルンド／著 早川書房 B 949.8 ﾙｽ 

未来のイヴ ヴィリエ・ド・リラダン／著 光文社 B 953 ｳﾞｨ
ブルックリンの少女 ギヨーム・ミュッソ／著 集英社 B 953 ﾐｭ
大いなる歌 パブロ・ネルーダ／著 現代企画室 961 ﾈﾙ


