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29 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

31 土

24 土 よっといでたいむ

25 日 子ども映画会

26 月 月曜日　休館

27 火 火曜日　休館

28 水 水曜日　休館

30 金

19 月 月曜日　休館

22 木 木曜日　休館

23 金 おはなしの森

20 火

21 水 水曜日　休館

火曜日　休館

14 水 水曜日　休館

15 木 木曜日　休館

18 日 きじっこおはなし会

16 金 よっといでたいむ

17 土 ちっちゃなかぜおなはしかい

13 火 火曜日　休館

10 土 子ども映画会

11 日 祝日（山の日）　休館 祝日（山の日）　休館

5 月 月曜日　休館

8 木 木曜日　休館

12 月 月曜日　休館

9 金

6 火 火曜日　休館

7 水 水曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 木 木曜日　休館

4 日

2 金 ちっちゃなかぜおなはしかい

3 土 親子プレイステーション・映画会

「図書館だより」 2019年８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

休館日
◇開館時間：午前10時～午後6時◇

戦時下の滋賀

-滋賀県平和祈念館所蔵パネル展-

【期間】８月３日（土）～2５日（日）

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

中学生による本の帯コンテスト2019

【期間】８月８日（木）～ 21日（水）

【場所】甲西図書館 １階

【期間】８月23日（金）～９月２日（月）

【場所】石部図書館

～湖南市電子図書館～

おひとり２点まで借りることができます。

どうぞご利用ください。

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

【電子図書館QRコード】右記

映画会（申込不要）

いかいゆり子講演会

「近江の小倉百人一首」

【日時】９月８日（日）

午後２時～３時30分

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【定員】50人

【申込方法】甲西図書館・石部図書館の

カウンターおよび電話

講演会

子ども映画会

「おばけのてんぷら」他

【日時】８月10日（土）

午後２時～２時５０分

「きんぎょがにげた」他

【日時】８月２5日（日）

午後２時～２時５０分

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

映画で見る戦争と平和

「紙屋悦子の青春」
（監督：黒木和雄 主演：原田知世 2006年）

【日時】８月3日（土）

午後2時～３時５０分

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室
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８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

３日（土）

３日（土）

４日（日）

４日（日）

31日（土）

31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 ８月の巡回予定

１６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。

１８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。

２４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。

２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。

１７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。

２３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８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

小学校低学年、小学校高学年、

１０代向けのブックリストを館内

で配布しています。どうぞ夏の読

書にご活用ください。

図書館で本を借りたり、おはなし会に参加

すると、ポイントがもらえます。

【開催期間】11月10日（日）まで

【対象】中学生以下

ブックリスト

ポイントラリー



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
図書館のための簡単な本の修理 高岡　容子／原案・監修 少年写真新聞社 014.6 ﾄ
本の『使い方』 出口　治明／著 KADOKAWA 019 ﾎ
ホホホ座の反省文 山下　賢二／著 ミシマ社 024.0 ﾎ
世界一不思議な錯視アート 北岡　明佳／著 カンゼン 145.5 ｾ
心。 稲盛　和夫／著 サンマーク出版 159 ｺ
はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞／著 新潮社 159 ﾊ
明智光秀と近江・丹波 福島　克彦／著 サンライズ出版 289.1 ｱｹ
アインシュタインの旅行日記 アルバート・アインシュタイン／著 草思社 289.3 ｱｲ
ロシアを知る。 池上　彰／著 東京堂出版 302.3 ﾛ
僕とぼく　妹の命が奪われた「あの日」から 川名　壮志／著 新潮社 368.7 ｶ
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3 ﾎﾞ
世界の民族衣装図鑑 文化学園服飾博物館／編著 ラトルズ 383.1 ｾ
50歳から始める英語 清涼院　流水／著 幻冬舎 830.7 ｾ

　　政治・経済
真実の終わり ミチコ・カクタニ／著 集英社 311.7 ｼ
140字の戦争 デイヴィッド・パトリカラコス／著 早川書房 319 ﾋ
アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド・T.ジョンソン／著 岩波書店 326.4 ｱ
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。 ヤニス・バルファキス／著ダイヤモンド社 330 ﾁ
ふるさとって呼んでもいいですか ナディ／著 大月書店 334.4 ﾌ
連鎖退職 山本　寛／著 日本経済新聞出版社336.4 ﾚ
会社成長のカギは外国人材の活躍だ！ グローバル人材キャリア支援協会／編 双葉社 336.4 ｶ
証券・保険業界で働く 生島　典子／著 ぺりかん社 338.1 ｼ
平成金融史 西野　智彦／著 中央公論新社 338.2 ﾍ
暴走するネット広告 NHK取材班／著 NHK出版 674.6 ﾎﾞ

　　科学・医学・工学
化石ハンター 小林　快次／著 PHP研究所 457.8 ｶ
ハワイアン・ガーデン 近藤　純夫／著 平凡社 472.7 ﾊ
苔登山 大石　善隆／著 岩波書店 475 ｺ
身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村　悦子／執筆 ベレ出版 481.3 ﾐ
糸を出すすごい虫たち 大崎　茂芳／著 筑摩書房 486.1 ｲ
安楽死を遂げた日本人 宮下　洋一／著 小学館 490.1 ｱ
子どもと親のためのワクチン読本 母里　啓子／著 双葉社 493.9 ｺ
本当のたばこの話をしよう 片野田　耕太／著 日本評論社 498.3 ﾎ
つづくをつくる ナガオカ　ケンメイ／著 日経BP 501.8 ﾂ
水道民営化で水はどうなるのか 橋本　淳司／著 岩波書店 518.1 ｽ
自動運転の幻想 上岡　直見／著 緑風出版 537 ｼﾞ
名機300選 帆足　孝治／著 イカロス出版 538.6 ﾎ

　　芸術・スポーツ
名画という迷宮 木村　泰司／著 PHP研究所 723.0 ﾒ
安西水丸おもしろ美術一年生 スイッチ・パブリッシング 726.5 ｱ
イソップ絵本はどこからきたのか 加藤　康子／著 三弥井書店 726.5 ｲ
かこさとしの世界 平凡社 726.5 ｶｺ
ジャズと喫茶とオーディオ 田中　伊佐資／著 音楽之友社 764.7 ｼﾞ
美空ひばり恋し 関口　範子／著 主婦と生活社 767.8 ﾐ
白球の世紀 朝日新聞「白球の世紀」取材班／著 朝日新聞出版 783.7 ﾊ
山小屋ガールの癒されない日々 吉玉　サキ／著 平凡社 786.1 ﾔ
藤井聡太の鬼手 書籍編集部／編 日本将棋連盟 796 ﾌ
eスポーツのすべてがわかる本 黒川　文雄／著 日本実業出版社 798 ｲ

６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．
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
「アルプ」の時代 山口　耀久／著 山と溪谷社 B 910.5 ｱ
寂聴先生、ありがとう。 瀬尾　まなほ／著 朝日新聞出版 L ｾﾄ
橋本治 河出書房新社 L ﾊｼ
万葉の歌びとたち 中西　進／著 KADOKAWA 911.1 ﾏ
角川源義の百句 角川　春樹／著 ふらんす堂 911.3 ｶﾄﾞ
キネマと恋人 ケラリーノ・サンドロヴィッチ／著 早川書房 912.6 ｹﾗ
津軽龍飛崎殺人紀行 梓　林太郎／著 実業之日本社 F ｱｽﾞ
テーマパーク化する地球 東　浩紀／著 ゲンロン F ｱｽﾞ
みどり町の怪人 彩坂　美月／著 光文社 F ｱﾔ
ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著 ダイヤモンド社 F ｲｹ
愛を知らない 一木　けい／著 ポプラ社 F ｲﾁ
空と湖水 植松　三十里／著 文藝春秋 F ｳｴ
旅ドロップ 江國　香織／著 小学館 F ｴｸ
大坂の陣 岡田　秀文／著 双葉社 F ｵｶ
あとは切手を、一枚貼るだけ 小川　洋子／著 中央公論新社 F ｵｶﾞ
いつかの岸辺に跳ねていく 加納　朋子／著 幻冬舎 F ｶﾉ
ガラスの城壁 神永　学／著 文藝春秋 F ｶﾐ
図書室 岸　政彦／著 新潮社 F ｷｼ
将軍家康の女影武者 近衛　龍春／著 新潮社 F ｺﾉ
炎天夢 今野　敏／著 角川春樹事務所 F ｺﾝ
亥子ころころ 西條　奈加／著 講談社 F ｻｲ
一分 坂岡　真／著 光文社 F ｻｶ
緋の河 桜木　紫乃／著 新潮社 F ｻｸ
K2 笹本　稜平／著 祥伝社 F ｻｻ
旧友再会 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ
酔芙蓉 篠　綾子／著 講談社 F ｼﾉ
源平の怨霊 高田　崇史／著 講談社 F ﾀｶ
100年人生七転び八転び 外山　滋比古／著 さくら舎 F ﾄﾔ
トランスファー 中江　有里／著 中央公論新社 F ﾅｶ
いくつになっても 中野　翠／著 文藝春秋 F ﾅｶ
わが人生に悔いなし なかにし　礼／著 河出書房新社 F ﾅｶ
自由思考 中村　文則／著 河出書房新社 F ﾅｶ
サリエルの命題 楡　周平／著 講談社 F ﾆﾚ
高校サッカーボーイズU-18 はらだ　みずき／著 KADOKAWA F ﾊﾗ
希望の糸 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ
ハッピーアワーは終わらない 東川　篤哉／著 新潮社 F ﾋｶﾞ
愛が嫌い 町屋　良平／著 文藝春秋 F ﾏﾁ
じじばばのるつぼ 群　ようこ／著 新潮社 F ﾑﾚ
カザアナ 森　絵都／著 朝日新聞出版 F ﾓﾘ
黄色い実 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ
生のみ生のままで　上・下 綿矢　りさ／著 集英社 F ﾜﾀ
東京凸凹散歩 大竹　昭子／文・写真・地図原案 亜紀書房 915.6 ｵｵ
旅の窓からでっかい空をながめる 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ
鷗外・ドイツ青春日記 森　鷗外／著 未知谷 915.6 ﾓﾘ
ママは身長100cm 伊是名　夏子／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 916 ｲｾﾞ
僕が夫に出会うまで 七崎　良輔／著 文藝春秋 916 ﾅ
ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。幡野　広志／著 ポプラ社 916 ﾊﾀ
<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。 レンタルなんもしない人／著 河出書房新社 916 ﾚﾝ

　　外国文学
指名手配 ロバート・クレイス／著 東京創元社 B 933 ｸﾚ
ぼくを忘れないで ネイサン・ファイラー／著 東京創元社 933 ﾌｧ
ある作家の夕刻 スコット・フィッツジェラルド／著 中央公論新社 933 ﾌｨ
ブックショップ ペネロピ・フィッツジェラルド／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾌｨ
死者の饗宴 ジョン・メトカーフ／著 国書刊行会 933 ﾒﾄ
ワンダ・ガアグの「グリムのむかしばなし」について 松岡　享子／講演 のら書店 940.2 ｸﾞ
刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京創元社 943 ｼﾗ
1793 ニクラス・ナット・オ・ダーグ／著 小学館 949.8 ﾅｯ


