
石　　部 甲　　西

1 月 月曜日　休館

4 木 木曜日　休館

2 火 火曜日　休館

3 水 水曜日　休館

5 金 ちっちゃなかぜおはなし会

8 月 月曜日　休館

12 金

9 火 火曜日　休館

6 土

7 日

13 土

10 水 水曜日　休館

11 木 木曜日　休館

14 日 きじっこおはなし会

15 月 月曜日　休館

18 木 木曜日　休館

16 火 火曜日　休館

17 水 水曜日　休館

19 金 よっといでたいむ

22 月 月曜日　休館

23 火 火曜日　休館

20 土

21 日 号外で振り返る平成の31年展　最終日

ちっちゃなかぜおはなし会

24 水 水曜日　休館

25 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

26 金

27 土 よっといでたいむ

28 日 おはなしの森

30 火

29 月 月曜日　休館

火曜日　休館

「図書館だより」 2019年４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◇

号外で振り返る平成の31年展

【期間】開催中～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

を展示しています。

お知らせ

湖南市立図書館雑誌スポンサー

募集中！

図書館で所蔵している雑誌１誌の年間

購読料を負担していただくと、雑誌や棚

の見出しにスポンサー名や広告を入れ、

PRできます。

図書館の雑誌コーナーを充実させるため

にご支援いただける個人や、企業など

からのご応募をお待ちしております。

応募方法など、詳しくは甲西図書館へ

お問い合わせください。

ゴールデンウィーク中の休館について

甲西図書館：５月６日（月）５月７日（火）休館

石部図書館：５月１日（水）～５月５日（日）、５月８日（水）５月９日（木）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。）
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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

20日（土）

20日（土）

21日（日）

21日（日）

27日（土）

27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

４月

移動図書館車マツゾウくん ４月の巡回予定

１４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。

１９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。

２７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。

５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。

２０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。

２８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４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～

新しく、約500点の電子書籍が追加されました！

ぜひご利用ください。

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

【電子図書館QRコード】右記



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
AIにできること、できないこと 藤本　浩司／著 日本評論社 007.1 ｴ
これからの本の話をしよう 萩野　正昭／著 晶文社 023 ｺ
本をつくる 産業編集センター／編著 産業編集センター 023.0 ﾎ
5歳からの哲学 ベリーズ・ゴート／著 晶文社 104 ｺﾞ
小林秀雄の悲哀 橋爪　大三郎／著 講談社 121.5 ｺﾊﾞ
くわしすぎる教育勅語 高橋　陽一／著 太郎次郎社エディタス 155 ｸ
50代からの「稼ぐ力」 大前　研一／著 小学館 159 ｺﾞ

＊ 縄文時代の歴史 山田　康弘／著 講談社 210.2 ﾔ
硫黄島 石原　俊／著 中央公論新社 213.6 ｲ

＊ こんな家に住んできた 稲泉　連／著 文藝春秋 280.4 ｲ
皇室女子 香山　リカ／著 秀和システム 288.4 ｺ
昭和からの遺言 鈴木　健二／著 幻冬舎 289.1 ｽｽﾞ
原始日本語のおもかげ 木村　紀子／著 平凡社 810.2 ｹﾞ

　　政治・経済
ハッキリ言わせていただきます! 前川　喜平／著 集英社 304 ﾊ
リバタリアニズム 渡辺　靖／著 中央公論新社 311.2 ﾘ
政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰／著 海竜社 312.1 ｾ
子どものまちのつくり方 泉　房穂／著 明石書店 318.2 ｺ
グローバル異文化交流史 御手洗　昭治／編著 明石書店 319.0 ｸﾞ
コンビニ外国人 芹澤　健介／著 新潮社 334.4 ｺ

＊ シニア社員の活かし方・処遇の仕方 齋藤　清一／著 中央経済社 336.4 ｻ
＊ なぜ働き続けられない? 鹿嶋　敬／著 岩波書店 366.3 ｶ

政治に口出しする女はお嫌いですか? 工藤　庸子／著 勁草書房 367.2 ｾ
ジャック・マー アリババの経営哲学 張　燕／編著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 673.3 ｼﾞ

　　科学・医学・工学
ノーベル賞受賞日本人科学者21人こころに響く言葉 竹内　薫／著 悟空出版 402.1 ﾉ
ベンゼン環の化学 齋藤　勝裕／著 技術評論社 438.1 ﾍﾞ
忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン／著 早川書房 440.4 ｲ
奇跡の地形 藤原　治／監修 洋泉社 454.9 ｷ
侵略者は誰か? ジェームズ・スタネスク／編 以文社 468 ｼ
脚・ひれ・翼はなぜ進化したのか マット・ウィルキンソン／著 草思社 481.1 ｱ

＊ 脳はみんな病んでいる 池谷　裕二／著 新潮社 491.3 ｲ
胎児のはなし 増崎　英明／著 ミシマ社 495.6 ﾀ
吃音の世界 菊池　良和／著 光文社 496.9 ｷ

＊ 日本プラモデル六〇年史 小林　昇／著 文藝春秋 507.9 ｺ
間違いだらけの車いす選び 松永　圭司／著 幻冬舎メディアコンサルティング 536.8 ﾏ

＊ 日本を彩る香りの記憶 内野　花／著 大阪大学出版会 576.6 ｳ

　　芸術・スポーツ
＊ 未来の国宝・MY国宝 山下　裕二／著 小学館 702.1 ﾔ

九州仏像史入門 井形　進／著 海鳥社 718.0 ｷ
＊ 岩佐又兵衛 辻　惟雄／著 新潮社 721.8 ｲ
＊ 書道史謎解き三十話 魚住　和晃／著 岩波書店 728.2 ｳ

50冊で学ぶ写真表現入門 西垣　仁美／著 日本カメラ社 740 ｺﾞ
和洋折衷音楽史 奥中　康人／著 春秋社 762.1 ﾜ
声優道 声優グランプリ編集部／編 主婦の友インフォス 772.1 ｾ
中村俊輔式サッカー観戦術 中村　俊輔／著 ワニブックス 783.4 ﾅ
羽生結弦は捧げていく 高山　真／著 集英社 784.6 ﾊ

＊ 現代オセロの最新理論 佐谷　哲／著 マイナビ出版 795.8 ｻ

２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
何がなんでもミステリー作家になりたい! 鈴木　輝一郎／著 河出書房新社 901.3 ﾅ
文豪お墓まいり記 山崎　ナオコーラ／著 文藝春秋 910.2 ﾌﾞ
永遠の一瞬 岡野　弘彦／著 思潮社 911.3 ｴ
噺家が詠んだ昭和川柳 美濃部　由紀子／編集協力 メイツ出版 911.4 ﾊﾅ
くじらと見た夢/南洋くじら部隊 坂手　洋二／著 彩流社 912.6 ｻｶ
箱の中の天皇 赤坂　真理／著 河出書房新社 F ｱｶ
花嫁は迷路をめぐる 赤川　次郎／著 実業之日本社 F ｱｶ
この世界は思ってたほどうまくいかないみたいだ 新井　見枝香／著 秀和システム F ｱﾗ

＊ キリングクラブ 石川　智健／著 幻冬舎 913.6 ｲｼ
魔眼の匣の殺人 今村　昌弘／著 東京創元社 F ｲﾏ
大宮エリーのなんでコレ買ったぁ?! 大宮　エリー／著 日本経済新聞出版社 F ｵｵ
圓朝 奥山　景布子／著 中央公論新社 F ｵｸ
姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷　美雨／著 双葉社 F ｶｷ
家康に訊け 加藤　廣／著 新潮社 F ｶﾄ
たのしい暮しの断片(かけら) 金井　美恵子／文 平凡社 F ｶﾅ
人工知能 幸田　真音／著 PHP研究所 F ｺｳ
瞳のなかの幸福 小手鞠　るい／著 文藝春秋 F ｺﾃﾞ
忠義に死す 島津豊久 近衛　龍春／著 KADOKAWA F ｺﾉ
ショートショートドロップス 新井　素子／編 キノブックス F ｼｮ
死生論 曽野　綾子／著 産経新聞出版 F ｿﾉ
逆流 田中　経一／著 KADOKAWA F ﾀﾅ
インソムニア 辻　寛之／著 光文社 F ﾂｼﾞ
ザ・ウォール 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ
残りものには、過去がある 中江　有里／著 新潮社 F ﾅｶ
新章神様のカルテ 夏川　草介／著 小学館 F ﾅﾂ
富山地方鉄道殺人事件 西村　京太郎／著 新潮社 F ﾆｼ
混物語 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
あの人に会いに 穂村　弘／著 毎日新聞出版 F ﾎﾑ
闇夜の底で踊れ 増島　拓哉／著 集英社 F ﾏｽ
マイ遺品セレクション みうら　じゅん／著 文藝春秋 F ﾐｳ
自然を生きる、自分を生きる 柳生　博／著 河出書房新社 F ﾔｷﾞ
奇説無惨絵条々 谷津　矢車／著 文藝春秋 F ﾔﾂ
アリスのさくらんぼ やなせ　たかし／著 復刊ドットコム F ﾔﾅ
ノースライト 横山　秀夫／著 新潮社 F ﾖｺ
殺人鬼がもう一人 若竹　七海／著 光文社 F ﾜｶ
中国銀河鉄道の旅 沢野　ひとし／著 本の雑誌社 915.6 ｻﾜ
きまぐれ体験紀行 星　新一／著 KADOKAWA B 915.6 ﾎｼ

海を撃つ 安東　量子／著 みすず書房 916 ｱﾝ
工学部ヒラノ教授のラストメッセージ 今野　浩／著 青土社 916 ｺﾝ
うつ時々、躁 海空　るり／著 岩波書店 916 ﾐｿ
懐風藻 辰巳　正明／著 新典社 919.3 ｶ

　　外国文学
あの子はもういない イ　ドゥオン／著 文藝春秋 929.1 ｲ
悲しくてかっこいい人 イ　ラン／著 リトルモア 929.1 ｲ
クネレルのサマーキャンプ エトガル・ケレット／著 河出書房新社 929.7 ｷｬ
ローズ・アンダーファイア エリザベス・ウェイン／著 東京創元社 B 933 ｳ
ミス・マープルと13の謎 アガサ・クリスティ／著 東京創元社 B 933 ｸﾘ

＊ そしてミランダを殺す ピーター・スワンソン／著 東京創元社 B 933 ｽ
＊ 蝶のいた庭 ドット・ハチソン／著 東京創元社 B 933 ﾊ

カッコーの歌 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933 ﾊﾃﾞ
ビール・ストリートの恋人たち ジェイムズ・ボールドウィン／著 早川書房 933 ﾎﾞﾙ

＊ コールド・コールド・グラウンド エイドリアン・マッキンティ／著 早川書房 B 933 ﾏ
ネオナチの少女 ハイディ・ベネケンシュタイン／著 筑摩書房 946 ﾍﾞﾈ

＊ あやかしの裏通り ポール・アルテ／著 行舟文化 953 ｱ
寝るまえ5分のモンテーニュ アントワーヌ・コンパニョン／著 白水社 954 ﾓﾝ
鼻持ちならないガウチョ ロベルト・ボラーニョ／著 白水社 963 ﾎﾞﾗ
二十六人の男と一人の女 ゴーリキー／著 光文社 B 983 ｺﾞﾘ


