
24 日 おはなしの森／鉄道模型運転会

25 月 月曜日　休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館

28 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

19 火 火曜日　休館

22 金 図書館協議会

23 土 よっといでたいむ 鉄道模型運転会

20 水 水曜日　休館

21 木 木曜日　休館

14 木 木曜日　休館

15 金 よっといでたいむ

18 月 月曜日　休館

16 土 ちっちゃなかぜおはなし会

17 日 セントジョンズ市・湖南市児童生徒絵画展　終了

13 水 水曜日　休館

10 日 きじっこおはなし会 ビブリオバトル

11 月 祝日　休館 月曜日　休館

5 火 火曜日　休館

8 金

12 火 火曜日　休館

9 土

6 水 水曜日　休館

7 木 木曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 金 蔵書点検　休館 ちっちゃなかぜおはなし会

4 月 月曜日　休館

2 土 蔵書点検　休館 親子プレイステーション

3 日

「図書館だより」 2019年２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◇

「第14回セントジョンズ市・湖南市児童生徒

絵画展」

【日時】開催中～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、２月１日（金）と

２月２日（土）は休館します。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）

第13回「知的書評合戦ビブリオバトル

ｉｎＫＯＮＡＮ」
【日時】2月10日（日）午後１時３０分～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【主催】湖南市ビブリオバトル実行委員会

【申込方法】両図書館のカウンターおよび電話

あなたのオススメの本を５分で紹介してください。

どの本が読みたくなったか投票しましょう。

紹介者としての出場、観客としての参加どちらも

できます。

鉄道模型運転会
【期間】２月23日（土）～24日（日）

【時間】午前10時～午後６時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

視聴覚室に線路を敷いて、Ｎゲージの鉄道模型を

走らせます。また、お手持ちのＮゲージ車両を

持ち込んで走らせることもできます。

※鉄道模型の貸し出しは行いません。

図書館協議会を開催します

【日時】２月22日（金）午前10時～12時

【場所】甲西図書館 2階 集会室

※傍聴できます。

図書館協議会委員募集

■応募資格 市内在住の20歳以上の人（※国、地方公共団体の議会議員、公務員、過去に経験のある人は除きます。

すでに市の審議会などの委員になっている人は、除かれることがあります。）

■募集人数 ２人 ■任期 平成31年４月から２年間

※詳しくは甲西図書館までお尋ねください。
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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

９日（土）

９日（土）

17日（日）

17日（日）

23日（土）

23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

移動図書館車マツゾウくん ２月の巡回予定

１０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。

１５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。

２３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。

１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。

１６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。

２４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２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
国家と教養 藤原　正彦／著 新潮社 002 ｺ
手帳と日本人 舘神　龍彦／著 NHK出版 002.7 ﾃ
東大生の本の「使い方」 重松　理恵／著 三笠書房 019 ﾄ
最後の読書 津野　海太郎／著 新潮社 019.0 ｻ

＊ 才能の正体 坪田　信貴／著 幻冬舎 141.1 ﾂ
冥界からの電話 佐藤　愛子／著 新潮社 147 ﾒ

＊ 大学生・社会人のためのイスラーム講座 小杉　泰／編 ナカニシヤ出版 167 ﾀﾞ
戦争と図書館 小山　騰／著 勉誠出版 210 ｾ
村役人のお仕事 山崎　善弘／著 東京堂出版 210.5 ﾑ
平成精神史 片山　杜秀／著 幻冬舎 210.7 ﾍ
鶴見俊輔伝 黒川　創／著 新潮社 289.1 ﾂﾙ
ナイチンゲール神話と真実 ヒュー・スモール／著 みすず書房 289.3 ﾅｲ
済州歴史紀行 李　映権／著 同時代社 292.1 ﾁ

　　政治・経済
現代中国を知るための52章 藤野　彰／編著 明石書店 302.2 ｹﾞ
THE LAST GIRL ナディア・ムラド／著 東洋館出版社 302.2 ｻﾞ
ユーチューバーが消滅する未来 岡田　斗司夫／著 PHP研究所 304 ﾕ
恐怖の男 ボブ・ウッドワード／著 日本経済新聞出版社 312.5 ｷ
資本主義の歴史 ユルゲン・コッカ／著 人文書院 332.0 ｼ

＊ 無子高齢化 前田　正子／著 岩波書店 334.3 ﾏ
幸福の増税論 井手　英策／著 岩波書店 342.1 ｺ

＊ 働く女子と罪悪感 浜田　敬子／著 集英社 366.3 ﾊ
60歳からの新・幸福論 曽野　綾子／ほか著 宝島社 367.7 ﾛ
貧困問題最前線 大阪弁護士会／編 明石書店 368.2 ﾋ

　　科学・医学・工学
世界と科学を変えた52人の女性たち レイチェル・スワビー／著 青土社 402.8 ｾ
地域が育てる科学の芽 藤嶋　昭／監修 学研プラス 407 ﾁ
帰ってきた!日本全国化石採集の旅 大八木　和久／著 築地書館 457.2 ｶ

＊ ナチュラリスト 福岡　伸一／著 新潮社 460.4 ﾌ
東西ベルリン動物園大戦争 ヤン・モーンハウプト／著 CCCメディアハウス 480.7 ﾄ
世界で一番美しいかくれんぼ アンナ・レヴィン／文 小学館 481.7 ｾ
10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち マーク・ジョンソン／著 紀伊國屋書店 491.6 ｼﾞ
なぜ、日本の精神医療は暴走するのか 佐藤　光展／著 講談社 493.7 ﾅ
「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 498.7 ﾁ
隈研吾という身体 大津　若果／著 NTT出版 523.1 ｸ
良い間取り悪い間取り ザ・ハウス／著 エクスナレッジ 527.1 ﾖ
段ボールはたからもの 島津　冬樹／文と絵 柏書房 585.5 ﾀﾞ

　　芸術・スポーツ
日本のアール・ブリュット アール・ブリュット・コレクション／編 国書刊行会 708 ﾆ

＊ 幾何学模様の美しいヒンメリ 大岡　真奈／著 河出書房新社 711.6 ｵ
受胎告知 高階　秀爾／著 PHP研究所 723 ｼﾞ
これでいいのだ…さよならなのだ 赤塚　不二夫／著 小学館 726.1 ｱｶ
Swimming Pool マーリア・シュヴァルボヴァー／著 青幻舎インターナショナル 748 ｽ
ドビュッシー最後の一年 青柳　いづみこ／著 中央公論新社 762.3 ﾄﾞﾋﾞ
僕の戦後舞台・テレビ・映画史70年 久米　明／著 河出書房新社 772.1 ｸﾒ
ねことじいちゃん 岩合　光昭／著 クレヴィス 778.2 ﾈ
箱根駅伝100年襷の記憶 ベースボール・マガジン社 782.3 ﾊ
兄・宇野昌磨 宇野　樹／著 マガジンハウス 784.6 ｳﾉ

12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
文豪の猫 アリソン・ナスタシ／著 エクスナレッジ 902.0 ﾌﾞ
作家と楽しむ古典 古川　日出男／著 河出書房新社 910.2 ｻ
日本の同時代小説 斎藤　美奈子／著 岩波書店 910.2 ﾆ
百人一首という感情 最果　タヒ／著 リトルモア 911.1 ﾋ
金環食の影飾り 赤江　瀑／著 小学館 F ｱｶ
珠玉 彩瀬　まる／著 双葉社 F ｱﾔ
コヨーテの翼 五十嵐　貴久／著 双葉社 F ｲｶﾞ
月まで三キロ 伊与原　新／著 新潮社 F ｲﾖ
聖者が街にやって来た 宇佐美　まこと／著 幻冬舎 F ｳｻ
麒麟児 冲方　丁／著 KADOKAWA F ｳﾌﾞ
千のグラスを満たすには 遠藤　彩見／著 新潮社 F ｴﾝ
帰去来 大沢　在昌／著 朝日新聞出版 F ｵｵ
この地上において私たちを満足させるもの 乙川　優三郎／著 新潮社 F ｵﾄ
海近旅館 柏井　壽／著 小学館 F ｶｼ
星の降る家のローレン 北川　恵海／著 KADOKAWA F ｷﾀ
ん!? 宮藤　官九郎／著 文藝春秋 F ｸﾄﾞ
影を歩く 小池　昌代／著 方丈社 F ｺｲ
青山に在り 篠　綾子／著 KADOKAWA F ｼﾉ
あなたの愛人の名前は 島本　理生／著 集英社 F ｼﾏ
人生の後片づけ 曾野　綾子／著 河出書房新社 F ｿﾉ
その日、朱音は空を飛んだ 武田　綾乃／著 幻冬舎 F ﾀｹ
姫君の賦 玉岡　かおる／著 PHP研究所 F ﾀﾏ
神のダイスを見上げて 知念　実希人／著 光文社 F ﾁﾈ
則天武后　上・下 塚本　青史／著 日本経済新聞出版社 F ﾂｶ 
ピーク 堂場　瞬一／著 朝日新聞出版 F ﾄﾞｳ
忘れるが勝ち! 外山　滋比古／著 春陽堂書店 F ﾄﾔ

＊ わが夫啄木 鳥越　碧／著 文藝春秋企画出版部 913.6 ﾄﾘ
平戸から来た男 西村　京太郎／著 徳間書店 F ﾆｼ
羅針盤は壊れても 西村　賢太／著 講談社 F ﾆｼ
私以外みんな不潔 能町　みね子／著 幻冬舎 F ﾉｳ
人生是、途中なり 松尾　スズキ／著 朝日新聞出版 F ﾏﾂ
芙蓉の干城(たて) 松井　今朝子／著 集英社 F ﾏﾂ
蟻の棲み家 望月　諒子／著 新潮社 F ﾓﾁ
黒猫のいない夜のディストピア 森　晶麿／著 早川書房 F ﾓﾘ
水曜日の手紙 森沢　明夫／著 KADOKAWA F ﾓﾘ
開成をつくった男、佐野鼎 柳原　三佳／著 講談社 F ﾔﾅ
都市のエクスタシー 山田　登世子／著 藤原書店 F ﾔﾏ
遺言。 養老　孟司／著 新潮社 F ﾖｳ
本と鍵の季節 米澤　穂信／著 集英社 F ﾖﾈ
一私小説書きの日乗　新起の章 西村　賢太／著 本の雑誌社 915.6 ﾆｼ
がんに生きる なかにし　礼／著 小学館 916 ﾅｶ

　　外国文学
大統領失踪　上・下 ビル・クリントン／著 早川書房 933 ｸﾘ 
四つの福音書の物語 F.W.クロフツ／著 論創社 933 ｸﾛ
何があってもおかしくない エリザベス・ストラウト／著 早川書房 933 ｽﾄ
巨大なラジオ/泳ぐ人 ジョン・チーヴァー／著 新潮社 933 ﾁｳﾞ
奇商クラブ G.K.チェスタトン／著 東京創元社 B 933 ﾁｪ
われらはレギオン　1～3 デニス・E.テイラー／著 早川書房 B 933 ﾃｲ 
淡い焰 ウラジーミル・ナボコフ／著 作品社 933 ﾅﾎﾞ
西欧の東 ミロスラフ・ペンコフ／著 白水社 933 ﾍﾟﾝ
ピアノ・レッスン アリス・マンロー／著 新潮社 933 ﾏﾝ

＊ ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック／著 早川書房 933 ﾛ
帰還 ヒシャーム・マタール／著 人文書院 936 ﾏﾀ
死刑囚最後の日 ユゴー／著 光文社 B 953 ﾕｺﾞ
ラフォルグ抄 ラフォルグ／著 講談社 B 953 ﾗﾌ
炎の色 ピエール・ルメートル／著 早川書房 953 ﾙﾒ


