
31 日

29 金

24 日 おはなしの森

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

30 土

19 火 火曜日　休館

22 金 振替　休館

23 土 よっといでたいむ 親子で楽しむ科学読み物／号外で振り返る平成の31年展

20 水 水曜日　休館

21 木 木曜日　休館 祝日　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 おにぎり村の人形劇／湖南市美術展入賞作品展　最終日

13 水 水曜日　休館

10 日 きじっこおはなし会

11 月 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 ちっちゃなかぜおはなし会

4 月 月曜日　休館

2 土 親子プレイステーション／湖南市美術展入賞作品展

3 日

「図書館だより」 2019年３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◇

湖南市美術展入賞作品展

【日時】３月２日（土）

～３月17日（日）

※最終日は、16時まで

第14回湖南市美術展の「絵画」「書」

「写真」「工芸・立体」各部門の受賞

作品を展示します。

号外で振り返る平成の31年展

【期間】３月23日（土）

～４月21日（日）

【場所】甲西図書館２階 展示コーナー

平成の各年に発行された号外を中心に、

山名新聞歴史資料館からお借りした資料

を展示します。

行事・催し物

（甲西図書館）

おにぎり村の人形劇
【日時】３月17日（日）午後２時～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【演目】「はなさかじいさん」「おはな

がわらった」「いいかんがえ

でしょ」など

【定員】当日先着100人

親子で楽しむ科学読み物の世界
（にしむら ひさお）

【講師】西村 寿雄 さん（仮説実験授業
研究会、科学読み物研究会）

【日時】３月23日（土）

午後２時～４時（質疑応答含む）

【場所】甲西図書館２階 視聴覚室

【申し込み】甲西図書館・石部図書館

【対象】小学３年生～（子どもだけ、

大人だけ、大人＋子どもとの

組み合わせでの参加もOK！）

【定員】50人（先着順）
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12

３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

９日（土）

９日（土）

17日（日）

17日（日）

30日（土）

30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 ３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３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～

～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
FACTFULNESS ハンス・ロスリング／著 日経BP社 002.7 ﾌ
読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝／著 SBクリエイティブ 019 ﾄﾞ

＊ 画家のブックデザイン 小林　真理／著 誠文堂新光社 022.5 ｺ
＊ 京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田　忍／監修 メイツ出版 069.0 ｷ

第一印象の科学 アレクサンダー・トドロフ／著 みすず書房 141.5 ﾀﾞ
唯幻論始末記 岸田　秀／著 いそっぷ社 146.1 ﾕ

＊ 脱・呪縛 鎌田　實／著 理論社 159.7 ｶ
比叡山の僧兵たち 成瀬　龍夫／著 サンライズ出版 210.3 ﾋ
米騒動100年 北日本新聞社編集局／編 北日本新聞社 214.2 ｺ

＊ 尾畠春夫 魂の生き方 尾畠　春夫／著 南々社 289.1 ｵ
現代ブータンを知るための60章 平山　修一／著 明石書店 302.2 ｹﾞ
クルド人を知るための55章 山口　昭彦／編著 明石書店 316.8 ｸ
ことばハンター 飯間　浩明／著 ポプラ社 813.1 ｺ

　　政治・経済
問答無用 櫻井　よしこ／著 新潮社 304 ﾓ

＊ 下から目線 車いす視点から社会を斬る 矢吹　文敏／著 ウインかもがわ 304 ﾔ
角さんとじゃじゃ馬 田中　眞紀子／著 KADOKAWA 312.1 ｶ
日本人の勝算 デービッド・アトキンソン／著 東洋経済新報社 332.1 ﾆ
成功するクラウドファンディング 小田　恭央／著 あさ出版 336.8 ｾ

＊ 「地方ならお金がなくても幸せでしょ」とか言うな！ 阿部　真大／著 朝日新聞出版 361.7 ｱ
複業の教科書 西村　創一朗／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.2 ﾌ
祖父母学 大森　弘／著 グッドブックス 379.9 ｿ
名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部／編 宣伝会議 674 ﾒ
安倍官邸vs.NHK 相澤　冬樹／著 文藝春秋 699.6 ｱ

　　科学・医学・工学
すごい分子 佐藤　健太郎／著 講談社 438.1 ｽ
古代の星空を読み解く 中村　士／著 東京大学出版会 443.8 ｺ
水環境調査の基礎 鈴木　裕一／著 古今書院 452.9 ﾐ
天然知能 郡司　ペギオ幸夫／著 講談社 461.1 ﾃ

＊ 不老不死のクラゲの秘密 久保田　信／著 毎日新聞出版 483.3 ｸ
安楽死・尊厳死の現在 松田　純／著 中央公論新社 490.1 ｱ
世界で一番美しい病原体と薬のミクロ図鑑 コリン・ソルター／著 エクスナレッジ 491.6 ｾ
認知症の人の心の中はどうなっているのか? 佐藤　眞一／著 光文社 493.7 ﾆ

＊ 歴史作家の城めぐり 伊東　潤／著 プレジデント社 521.8 ｲ
天井美術館 五十嵐　太郎／編著 グラフィック社 529 ﾃ
ざんねんなクルマ事典 片岡　英明／監修 講談社ビーシー 537.9 ｻﾞ

＊ 世界を変える電池の科学 齋藤　勝裕／著 シーアンドアール研究所 572.1 ｻ

　　芸術・スポーツ
展覧会プロデューサーのお仕事 西澤　寛／著 徳間書店 706.9 ﾃ
絵本作家のブルース 長谷川　義史／著 読書サポート 726.5 ﾊｾ

＊ てのひらのえんぎもの 佐々木　一澄／文と絵 二見書房 759.9 ｻ
＊ 夜鉄 相原　正明／著 玄光社 748 ｱ

樹木希林120の遺言 樹木　希林／著 宝島社 778.2 ｷｷ
箱根0区を駆ける者たち 佐藤　俊／著 幻冬舎 782.3 ﾊ

＊ 太陽のかけら 大石　明弘／著 山と溪谷社 786.1 ﾀ
負けたくなかった 具志堅　用高／著 中央公論新社 788.3 ｸﾞｼ
金メダリスト瀧本誠が教える柔道観戦完全マニュアル 瀧本　誠／著 ベースボール・マガジン社 789.2 ｷ
オセアニアのあやとり　1 野口　とも／著 誠文堂新光社 798 ｵ 1

１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
<女流>放談 イルメラ・日地谷=キルシュネライト／編 岩波書店 910.2 ｼﾞ

＊ 「古今和歌集」の創造力 鈴木　宏子／著 NHK出版 911.13 ｽ
しびれる短歌 東　直子／著 筑摩書房 911.1 ｼ
永遠の詩情 森村　誠一／著 KADOKAWA 911.5 ﾓﾘ
いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子／著 中央公論新社 F ｱｶﾞ
発現 阿部　智里／著 NHK出版 F ｱﾍﾞ
作家のおしごと 五木　寛之／著 東京堂出版 F ｲﾂ
夢も見ずに眠った。 絲山　秋子／著 河出書房新社 F ｲﾄ
天命 岩井　三四二／著 光文社 F ｲﾜ
ニムロッド 上田　岳弘／著 講談社 F ｳｴ
雑誌に育てられた少年 亀和田　武／著 左右社 F ｶﾒ
千年図書館 北山　猛邦／著 講談社 F ｷﾀ

＊ 80歳のマザーグース 桐島　洋子／著 主婦と生活社 914.6 ｷﾘ
エースの遺言 久和間　拓／著 双葉社 F ｸﾜ
駒音高く 佐川　光晴／著 実業之日本社 F ｻｶﾞ
指揮権発動 笹本　稜平／著 KADOKAWA F ｻｻ
ん！？ 宮藤　官九郎／著 文藝春秋 F ｸﾄﾞ
木曜日の子ども 重松　清／著 KADOKAWA F ｼｹﾞ
試験に出ないQED異聞 高田　崇史／著 講談社 F ﾀｶ
白魔のクリスマス 田中　芳樹／著 祥伝社 F ﾀﾅ
ふたたび嗤う淑女 中山　七里／著 実業之日本社 F ﾅｶ
宵物語 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
十津川警部怒りと悲しみのしなの鉄道 西村　京太郎／著 実業之日本社 F ﾆｼ
博奕のアンソロジー 冲方　丁／他著 光文社 F ﾊﾞｸ
つくもがみ笑います 畠中　恵／著 KADOKAWA F ﾊﾀ
DRY 原田　ひ香／著 光文社 F ﾊﾗ
美女と竹林のアンソロジー 阿川　せんり／他著 光文社 F ﾋﾞｼﾞ
読書間奏文 藤崎　彩織／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ
終末少女 古野　まほろ／著 光文社 F ﾌﾙ
歌舞伎町ゲノム 誉田　哲也／著 中央公論新社 F ﾎﾝ
1R1分34秒 町屋　良平／著 新潮社 F ﾏﾁ
雑品屋セイゴオ 松岡　正剛／著 春秋社 F ﾏﾂ

＊ 海苔と卵と朝めし 向田　邦子／著 河出書房新社 914.6 ﾑｺ
散歩するネコ 群　ようこ／著 角川春樹事務所 F ﾑﾚ
いのちの人形 横関　大／著 KADOKAWA F ﾖｺ
湯けむり行脚 池内　紀／著 山川出版社 915.6 ｲｹ
世界の家族/家族の世界 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ
用事のない旅 森　まゆみ／著 産業編集センター 915.6 ﾓﾘ

＊ 40代ご無沙汰女子の、ざんねんな婚活 浅見　悦子／著 小学館 916 ｱ
認知症がやってきた! 酒井　章子／著 産業編集センター 916 ｻｶ
まなざしが出会う場所へ 渋谷　敦志／著 新泉社 916 ｼﾌﾞ

　　外国文学
我的日本 呉　佩珍／編訳 白水社 925.7 ﾜﾚ
娘について キム　ヘジン／著 亜紀書房 929.1 ｷﾑ
82年生まれ、キム・ジヨン チョ　ナムジュ／著 筑摩書房 929.1 ﾁｮ
すべての、白いものたちの ハン　ガン／著 河出書房新社 929.1 ﾊﾝ

＊ 謎とき『風と共に去りぬ』 鴻巣　友季子／著 新潮社 930.2 ﾐ
クロストーク コニー・ウィリス／著 早川書房 933 ｳｨ

＊ 烙印　上・下 パトリシア・コーンウェル／著 講談社 B 933 ｺ
カナリアはさえずる　上・下 ドゥエイン・スウィアジンスキー／著 扶桑社 B 933 ｽﾜ
拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー／著 早川書房 933 ﾊﾊﾟ
世界の終わりの天文台 リリー・ブルックス=ダルトン／著 東京創元社 933 ﾌﾞﾙ
ヒロインズ ケイト・ザンブレノ／著 C.I.P.Books 934 ｻﾞﾝ
ラディカルな意志のスタイルズ スーザン・ソンタグ／著 河出書房新社 934 ｿﾝ
苦悩 マルグリット・デュラス／著 河出書房新社 953 ﾃﾞｭ
もどってきた鏡 アラン・ロブ=グリエ／著 水声社 953 ﾛﾌﾞ
なにもない カルメン・ラフォレット／著 河出書房新社 963 ﾗﾌ


