
石　　部 甲　　西

1 火 年末年始　休館 年末年始　休館

4 金 年末年始　休館 年末年始　休館

2 水 年末年始　休館 年末年始　休館

3 木 年末年始　休館 年末年始　休館

5 土 「直木賞作家」サイン本の世界展　開始

8 火 火曜日　休館

12 土

9 水 水曜日　休館

6 日 おにぎり村の人形劇

7 月 月曜日　休館

13 日 きじっこおはなし会

10 木 木曜日　休館

11 金 ちっちゃなかぜおはなし会

14 月 祝日　休館 月曜日　休館

15 火 火曜日　休館

18 金 よっといでたいむ

16 水 水曜日　休館

17 木 木曜日　休館

19 土 ちっちゃなかぜおなはしかい

22 火 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館

20 日

21 月 月曜日　休館

「直木賞作家」サイン本の世界展　最終日

火

28 月 月曜日　休館

火曜日　休館

木 蔵書点検　休館 月末整理日　休館

30 水 水曜日　休館

24 木 木曜日　休館

25 金

26 土 よっといでたいむ セントジョンズ市・湖南市児童生徒絵画展　開始

27 日 おはなしの森

29

31

「図書館だより」 2019年１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◇

「直木賞作家」サイン本の世界展
【期間】１月５日（土）～１月20日（日）

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

第160回直木賞が選考されるのに合わせて、

これまでの直木賞作家の中から、浅田次郎、角田

光代、池井戸潤ら20人の作家のサイン本を展示

します。

「第14回セントジョンズ市・湖南市児童生徒

絵画展」

【日時】１月26日（土）～２月17日（日）

【場所】甲西図書館２階 展示コーナー

湖南市とアメリカ・ミシガン州セントジョンズ市

の子どもたちが描いた絵を展示します。

～蔵書点検に伴う休館のお知らせ～
石部図書館は、蔵書点検のため、１月31日（木）から２月２日（土）まで休館します。

休館期間中の本の返却はブックポスト（市立図書館以外の本や、ＣＤなど壊れやすいものを除く）または甲

西図書館、移動図書館車「マツゾウくん」、各まちづくりセンター・サンヒルズ甲西へお願いします。

行事・催し物（甲西図書館）

おにぎり村の人形劇
【日時】１月６日（日）午後２時～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【演目】「ねずみのでんしゃ」「キャベツくん」

「きたかぜのくれたテーブルかけ」ほか

【定員】当日先着１００人
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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

12日（土）

12日（土）

20日（日）

20日（日）

26日（土）

26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

下田まちづくりセンター

１月

移動図書館車マツゾウくん １月の巡回予定

１３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。

１８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。

２６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。

１１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。

１９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。

２７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１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」

【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
子ども文庫の100年 高橋　樹一郎／著 みすず書房 016.2 ｺ
挑戦する公共図書館 長塚　隆／著 日外アソシエーツ016.2 ﾁ
いま、息をしている言葉で。 駒井　稔／著 而立書房 021.4 ｲ
「死」とは何か シェリー・ケーガン／著 文響社 114.2 ｼ

＊ 大人のための儒教塾 加地　伸行／著 中央公論新社 124.1 ｶ
＊ 異教の隣人 釈　徹宗／著 晶文社 160 ｲ

よろこびの書 ダライ・ラマ／著 河出書房新社 180.9 ﾀﾞﾗ
日本国紀 百田　尚樹／著 幻冬舎 210.1 ﾆ
大化改新を考える 吉村　武彦／著 岩波書店 210.3 ﾀ
明治天皇の聖蹟を歩く　西日本編 打越　孝明／著 KADOKAWA 288.4 ﾒ
井深大　生活に革命を 武田　徹／著 ミネルヴァ書房 289.1 ｲﾌﾞ
私が愛する世界 ソニア・ソトマイヨール／著 亜紀書房 289.3 ｿﾄ
人生はどこでもドア 稲垣　えみ子／著 東洋経済新報社 293.5 ｼﾞ

　　政治・経済
日本が売られる 堤　未果／著 幻冬舎 304 ﾆ
公卿会議―論戦する宮廷貴族たち 美川　圭／著 中央公論新社 322.1 ｸ

＊ AI×人口減少 中原　圭介／著 東洋経済新報社 332.1 ﾅ
1ドル札の動きでわかる経済のしくみ ダーシーニ・デイヴィッド／著 かんき出版 333.6 ｲ
女性のための「起業の教科書」 豊増　さくら／編著 日本実業出版社 335 ｼﾞ

＊ 仕事は将棋に置きかえればうまくいく 加藤　剛司／著 扶桑社 336.2 ｶ
世代間ギャップに勝つゆとり社員＆シニア人材マネジメント 西村　直哉／著 幻冬舎メディアコンサルティング336.4 ｾ
日銀日記 岩田　規久男／著 筑摩書房 338.3 ﾆ
脱！暴走老人 谷本　真由美／著 朝日出版社 367.7 ﾀﾞ
格差社会を生き抜く読書 佐藤　優／著 筑摩書房 368.2 ｶ

　　科学・医学・工学
素数の未解決問題がもうすぐ解けるかもしれない。 ヴィッキー・ニール／著 岩波書店 412 ｿ
もしも宇宙に行くのなら 橳島　次郎／著 岩波書店 440.4 ﾓ
古琵琶湖の足跡化石を探る 岡村　喜明／著 サンライズ出版 457.2 ｵ
ウイルスは悪者か 高田　礼人／著 亜紀書房 465.8 ｳ
本と虫は家の邪魔 奥本　大三郎／著 青土社 486.0 ﾎ
家で死んでもいいんだよ 川上　嘉明／著 法研 490.1 ｲ

＊ 脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵　絢子／著 河出書房新社 493.75 ｵ
＊ 世界史を変えた新素材 佐藤　健太郎／著 新潮社 501.4 ｻ
＊ 町自慢、マンホール蓋700枚。 池上　修／著 論創社 518.2 ｲ

四畳半から東証一部上場へ 木地　英雄／著 クロスメディア・パブリッシング 535.8 ﾖ

ヒラ社員が閃いた！パナソニックの知恵袋 パナソニック株式会社ブランドコミュニケー
ション本部Wonder推進室 PHP研究所 540.6 ﾋ

鋳物 中江　秀雄／著 法政大学出版局 566.1 ｲ

　　芸術・スポーツ
ヒンメリをつくる　北欧フィンランドの伝統装飾モビール 山本　睦子／編 誠文堂新光社 711.6 ﾋ

＊ 堀文子　群れない、慣れない、頼らない 別冊太陽編集部／編 平凡社 721.9 ﾎ
タータン　伝統と革新のデザイン 三鷹市美術ギャラリーほか ／著・監修 青幻舎 753.3 ﾀ
メンデルスゾーンの音符たち 池辺　晋一郎／著 音楽之友社 762.3 ﾒﾝ
童謡百年史 井上　英二／著 論創社 767.7 ﾄﾞ
凍った脳みそ 後藤　正文／著 ミシマ社 767.8 ｺﾞﾄ
ロイ・フラー　元祖モダン・ダンサーの波乱の生涯 山本　順二／著 風媒社 769.5 ﾌﾗ
卓球ラージボール上達への道 片野　賢二／著 ベースボール・マガジン社 783.6 ﾀ

＊ プロ野球を選ばなかった怪物たち 元永　知宏／著 イースト・プレス 783.7 ﾓ
死に山　世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相 ドニー・アイカー／著 河出書房新社 786.1 ｼ

11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
贋作桜の森の満開の下 野田　秀樹／著 新潮社 912.6 ﾉﾀﾞ

＊ “介護後”うつ 安藤　和津／著 光文社 916 ｱ
草々不一 朝井　まかて／著 講談社 F ｱｻ
会社を綴る人 朱野　帰子／著 双葉社 F ｱｹ
ぼくは朝日 朝倉　かすみ／著 潮出版社 F ｱｻ
倉敷高梁川の殺意 梓　林太郎／著 祥伝社 F ｱｽﾞ
境内ではお静かに 天祢　涼／著 光文社 F ｱﾏ
フーガはユーガ 伊坂　幸太郎／著 実業之日本社 F ｲｻ
天下普請 稲葉　稔／著 双葉社 F ｲﾅ
見返り検校 乾　緑郎／著 新潮社 F ｲﾇ
ラストレター 岩井　俊二／著 文藝春秋 F ｲﾜ
54字の物語 怪 氏田　雄介／作・絵 PHP研究所 F ｳｼﾞ
牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館　牧子／著 主婦の友社 F ｳﾁ
海底大陸 海野　十三／著 河出書房新社 F ｳﾝ
ショートショート美術館 太田　忠司／著 文藝春秋 F ｵｵ
針と糸 小川　糸／著 毎日新聞出版 F ｵｶﾞ
それでも空は青い 荻原　浩／著 KADOKAWA F ｵｷﾞ
有村家のその日まで 尾崎　英子／著 光文社 F ｵｻﾞ
二十五年後の読書 乙川　優三郎／著 新潮社 F ｵﾄ
母の教え 姜　尚中／著 集英社 F ｶﾝ
介護士K 久坂部　羊／著 KADOKAWA F ｸｻ
エムエス 今野　敏／著 講談社 F ｺﾝ
雨上がり月霞む夜 西條　奈加／著 中央公論新社 F ｻｲ
どんまい 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ
春は始まりのうた 小路　幸也／著 祥伝社 F ｼｮ
デルタ 杉山　隆男／著 新潮社 F ｽｷﾞ
命の限り、笑って生きたい 瀬戸内　寂聴／著 光文社 F ｾﾄ
人生の十か条 辻　仁成／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ
90歳を生きること 童門　冬二／著 東洋経済新報社 F ﾄﾞｳ
救済 長岡　弘樹／著 講談社 F ﾅｶﾞ
芸能の不思議な力 なかにし　礼／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ
曙に咲く 蜂谷　涼／著 柏艪舎 F ﾊﾁ
愉楽にて 林　真理子／著 日本経済新聞出版社 F ﾊﾔ
常設展示室 原田　マハ／著 新潮社 F ﾊﾗ
夜汐 東山　彰良／著 KADOKAWA F ﾋｶﾞ
考える葦 平野　啓一郎／著 キノブックス F ﾋﾗ
昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき／著 文藝春秋 F ﾐﾔ
熱帯 森見　登美彦／著 文藝春秋 F ﾓﾘ
森には森の風が吹く 森　博嗣／著 講談社 F ﾓﾘ
おばちゃん介護道 山口　恵以子／著 大和出版 F ﾔﾏ

＊ 猫も老人も、役立たずでけっこう 養老　孟司／著 河出書房新社 914.6 ﾖｳ

　　外国文学
探偵小説の黄金時代 マーティン・エドワーズ／著 国書刊行会 930.2 ｴﾄﾞ
グッバイ・クリストファー・ロビン アン・スウェイト／著 国書刊行会 930.2 ﾐﾙ
ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ　上下 A.J.フィン／著 早川書房 933 ﾌｨ
泥棒はスプーンを数える ローレンス・ブロック／著 集英社 B 933 ﾌﾞﾛ

＊ 不思議の国の少女たち ショーニン・マグワイア／著 東京創元社 B 933 ﾏ
＊ セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ／著 集英社 943 ｹﾞ

フランス文学を旅する60章 野崎　歓／編著 明石書店 950.2 ﾉｻﾞ
無痛の子 リサ・ガードナー／著 小学館 B 933 ｶﾞﾄﾞ
ディアローグ デュラス／ゴダール全対話 マルグリット・デュラス／著 読書人 950.2 ﾃﾞｭ
ヨーゼフ・メンゲレの逃亡 オリヴィエ・ゲーズ／著 東京創元社 953 ｹﾞｽﾞ
十三の謎と十三人の被告 ジョルジュ・シムノン／著 論創社 953 ｼﾑ
宝石／遺産 モーパッサン／著 光文社 B 953 ﾓﾊﾟ
ガルシア=マルケス「東欧」を行く G.ガルシア=マルケス／著 新潮社 965 ｶﾞﾙ
チェコSF短編小説集 ヤロスラフ・オルシャ・jr.／編 平凡社 989.5 ﾁｪ


