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展覧会チラシに見る江戸時代の暮らしの世界展　最終日

24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館

27 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

28 金 おはなしの森

30 日

19 水 水曜日　休館

22 土 よっといでたいむ 今村翔吾 講演会

23 日

20 木 木曜日　休館

21 金 よっといでたいむ

14 金 おはなしの森

15 土 ちっちゃなかぜおなはしかい

18 火 火曜日　休館

16 日

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

8 土

12 水 水曜日　休館

9 日 きじっこおはなし会

6 木 木曜日　休館

7 金 ちっちゃなかぜおなはしかい

石　　部 甲　　西

1 土 親子プレイステーション/展覧会チラシに見る江戸時代の暮らしの世界展

4 火 火曜日　休館

2 日

3 月 月曜日　休館

甲西図書館６月のおはなしかい石部図書館

「図書館だより」 2019年6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◇

展覧会チラシに見る江戸時代の暮らし

の世界展

【期間】６月１日（土）

～6月30日（日）

【場所】甲西図書館２階 展示コーナー

1980年代のなかば頃から現代に至る

30年余の間に全国で開催された、

「江戸」を巡る展覧会の開催にあたっ

て、PR用に作成されたチラシ数十点

等を展示します。

講演会

甲西図書館開館30周年記念

今村翔吾講演会

『時代小説の楽しみ、作家になるとい

うこと』

【講師】今村 翔吾さん

【日時】６月22日（土）

午後２時～３時30分

【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】一般成人

【定員】70人（先着順）

（講演会終了後、本のサイン会を行います。図書館での販

売はありませんので、事前に入手してお持ちください。）

～甲西図書館蔵書点検に伴う休館のお知らせ～

甲西図書館は、蔵書点検のため、５月２５日（土）から３１日（金）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）
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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

8日（土）

8日（土）

9日（日）

9日（日）

29日（土）

29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 ６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手遊びなど。

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。

１４日（金）・２８日（金）おはなしの森

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手遊びなど。

甲西図書館６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

～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
昔話とその周辺 筒井　悦子／著 みやび出版 016.2 ﾑ
考える教室 若松　英輔／著 NHK出版 104 ｶ

＊ よくわかる哲学・思想 納富　信留／編著 ミネルヴァ書房 130 ﾖ
笑いとユーモアのこころ 井上　宏／著 春陽堂書店 141.6 ﾜ
伊勢神宮と斎宮 西宮　秀紀／著 岩波書店 210.3 ｲ
古代史講義 佐藤　信／編 筑摩書房 210.3 ｺ
壬生藩 中野　正人／著 現代書館 213.2 ﾐ
江戸の不動産 安藤　優一郎／著 文藝春秋 213.6 ｴ
平成の終焉 原　武史／著 岩波書店 288.4 ﾃﾝ
ウイリアム・ウイリス伝 山崎　震一／著 書籍工房早山 289.3 ｳｨ
考える脚 荻田　泰永／著 KADOKAWA 297.7 ｶ
一字違いの語彙力 山口　謠司／著 さくら舎 810.4 ｲ
事典にない大阪弁 旭堂　南陵／著 浪速社 818.6 ｼﾞ

　　政治・経済
黒幕の戦後史 田原　総一朗／著 河出書房新社 304 ｸ
オーラル・ヒストリーに何ができるか 御厨　貴／編 岩波書店 311.0 ｵ
ブレグジット・パラドクス 庄司　克宏／著 岩波書店 312.3 ﾌﾞ
自治会・町内会お悩み解決実践ブック 水津　陽子／著 実業之日本社 318.8 ｼﾞ
はじめての外国人雇用 嘉納　英樹／編著 労務行政 336.4 ﾊ
すべてを疑え! 古賀　純一郎／著 旬報社 361.4 ｽ
なぜ女性管理職は少ないのか 大沢　真知子／編著 青弓社 366.3 ﾅ
前向き長持ち人間関係の知恵 樋口　恵子／著 海竜社 367.3 ﾏ
はじめての外国人雇用 嘉納　英樹／編著 労務行政 336.4 ﾊ
イオンを創った女 東海　友和／著 プレジデント社 673.8 ﾄ

　　科学・医学・工学
科学する心 池澤　夏樹／著 集英社インターナショナル 404 ｶ

＊ ナショナルジオグラフィックにわかには信じがたい本当にあったこと デビッド・ブラウン／編 日経ナショナルジオグラフィック社 404 ﾅ
＊ きちんと使いこなす!「単位」のしくみと基礎知識 白石　拓／著 日刊工業新聞社 420.7 ｼ

日本の地震地図 岡田　義光／著 東京書籍 453.2 ﾆ
＊ 地形の科学 西川　有司／著 日刊工業新聞社 454 ﾆ
＊ トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡　佑一郎／著 日刊工業新聞社 467.2 ﾐ

医の希望 齋藤　英彦／編 岩波書店 490.4 ｲ
相談しにくいちつとカラダの話 森田　敦子／監修 朝日新聞出版 495 ｿ
頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習 志村　和久／著 イースト・プレス 498.8 ｶﾞ
水運史から世界の水へ 徳仁親王／著 NHK出版 517.0 ｽ

＊ 徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった50のこと ちきりん／著 ダイヤモンド社 527 ﾃ
'70s & '80sサンリオのデザイン グラフィック社編集部／編 グラフィック社 589.7 ｾ

　　芸術・スポーツ
＊ 京都国立近代美術館の名作 京都国立近代美術館／監修 国立美術館 706.9 ｷ
＊ もっと知りたいラファエル前派 荒川　裕子／著 東京美術 723.3 ｱ

戦禍の記憶 大石　芳野／著 クレヴィス 748 ｾ
ふじのはな物語 田島　遼／写真 日経ナショナルジオグラフィック社 748 ﾌ
幸せな着ぐるみ工場 かのう　ひろみ／著 日本経済新聞出版社 771.8 ｼ
樹木希林120の遺言 樹木　希林／著 宝島社 778.2 ｷｷ
1964年東京大会を支えた人びと 笹川スポーツ財団／企画・制作 新紀元社 780.6 ｾ
メジャーをかなえた雄星ノート 菊池　雄星／著 文藝春秋 783.7 ｷｸ
心を整えルー 大柴　宗徹／著 自由国民社 791 ｺ
プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸　大河／監修 河出書房新社 798 ﾌﾟ

４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
もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた 角田　光代／著 河出書房新社 910.2 ﾓ
某月某日 永田　和宏／著 本阿弥書店 911.1 ﾅｶﾞ
短歌ください　双子でも片方は泣く夜もある篇 穂村　弘／著 KADOKAWA 911.1 ﾎﾑ

＊ 俳句発想法100の季語 ひらの　こぼ／著 草思社 B 911.30 ﾋ
むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人／著 双葉社 F ｱｵ
戦神 赤神　諒／著 角川春樹事務所 F ｱｶ
神を統べる者　上宮聖徳法王誕生篇 荒山　徹／著 中央公論新社 F ｱﾗ
この橋をわたって 新井　素子／著 新潮社 F ｱﾗ
不老虫 石持　浅海／著 光文社 F ｲｼ
心音 乾　ルカ／著 光文社 F ｲﾇ
鹿の王 水底の橋 上橋　菜穂子／著 KADOKAWA F ｳｴ
帝国ホテル建築物語 植松　三十里／著 PHP研究所 F ｳｴ
リラと戦禍の風 上田　早夕里／著 KADOKAWA F ｳｴ
噓と約束 アミの会(仮)／著 光文社 F ｳｿ
見えない轍 鏑木　蓮／著 潮出版社 F ｶﾌﾞ
心霊探偵八雲　11 神永　学／著 KADOKAWA F ｶﾐ 11
運転者 喜多川　泰／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン F ｷﾀ
作家の人たち 倉知　淳／著 幻冬舎 F ｸﾗ
おやつが好き 坂木　司／著 文藝春秋 F ｻｶ
転生 笹本　稜平／著 双葉社 F ｻｻ
そんなことよりキスだった 佐藤　文香／著 左右社 F ｻﾄ
人類最年長 島田　雅彦／著 文藝春秋 F ｼﾏ
アンド・アイ・ラブ・ハー 小路　幸也／著 集英社 F ｼｮ
掌篇歳時記　春夏 瀬戸内　寂聴／著 講談社 F ｼｮ 1
おまえの罪を自白しろ 真保　裕一／著 文藝春秋 F ｼﾝ
不見(みず)の月 菅　浩江／著 早川書房 F ｽｶﾞ
バシレウス 塚本　青史／著 NHK出版 F ﾂｶ
白昼夢の森の少女 恒川　光太郎／著 KADOKAWA F ﾂﾈ
夜が暗いとはかぎらない 寺地　はるな／著 ポプラ社 F ﾃﾗ
風魔と早雲 東郷　隆／著 エイチアンドアイ F ﾄｳ
パートタイム・デスライフ 中原　昌也／著 河出書房新社 F ﾅｶ
ていん島の記 仁木　英之／著 講談社 F ﾆｷ
元禄五芒星 野口　武彦／著 講談社 F ﾉｸﾞ
ポルシェ太郎 羽田　圭介／著 河出書房新社 F ﾊﾀﾞ
ブルー 葉真中　顕／著 光文社 F ﾊﾏ
おっぱいマンション改修争議 原田　ひ香／著 新潮社 F ﾊﾗ
チャイムが鳴った 日和　聡子／著 新潮社 F ﾋﾜ
第四の暴力 深水　黎一郎／著 光文社 F ﾌｶ
キボウのミライ 福田　和代／著 祥伝社 F ﾌｸ
指名手配作家 藤崎　翔／著 双葉社 F ﾌｼﾞ
淀川八景 藤野　恵美／著 文藝春秋 F ﾌｼﾞ
偽りの春 降田　天／著 KADOKAWA F ﾌﾙ
同潤会代官山アパートメント 三上　延／著 新潮社 F ﾐｶ
白魔の塔 三津田　信三／著 文藝春秋 F ﾐﾂ
偶然の聖地 宮内　悠介／著 講談社 F ﾐﾔ
友達未遂 宮西　真冬／著 講談社 F ﾐﾔ
朝嵐 矢野　隆／著 中央公論新社 F ﾔﾉ
昭和よ、 山藤　章二／著 岩波書店 F ﾔﾏ
タクシーガール 梁　石日／著 バジリコ F ﾔﾝ
検事の信義 柚月　裕子／著 KADOKAWA F ﾕｽﾞ
台湾、ローカル線、そして荷風 川本　三郎／著 平凡社 915.6 ｶﾜ
青春21文字のメッセージ　第12回 電車と青春21文字プロジェクト／編集 コトコト 917 ｾ 12

　　外国文学
ショウコの微笑 チェ　ウニョン／著 クオン 929.1 ﾁｪ
粒子エネルギー兵器を破壊せよ　上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B 933 ｶｯ 
トリック エマヌエル・ベルクマン／著 新潮社 943 ﾍﾞﾙ


