
※お問合せは高齢福祉課（71-4652）へ
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29 日

月曜日　休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

27 金 おはなしの森

28 土 よっといでたいむ

30 月

19 木 木曜日　休館

22 日

23 月 祝日（秋分の日）　休館 月曜日　休館

20 金 よっといでたいむ

21 土 ちっちゃなかぜおはなし会/世界アルツハイマーデー啓発事業

14 土

15 日

18 水 水曜日　休館

16 月 祝日（敬老の日）　休館 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

5 木 木曜日　休館

8 日 きじっこおはなし会 いかいゆり子講演会「近江の小倉百人一首」

12 木 木曜日　休館

9 月 月曜日　休館

6 金 ちっちゃなかぜおはなし会

7 土 親子プレイステーション

石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

「図書館だより」 2019年９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◇

湖南咲く咲く書展 最終日は午後３時まで

【期間】９月７日（土）～１５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】９月２日（月）まで

【場所】石部図書館

三雲城址

【期間】９月７日（土）～10月１日（火）

【場所】石部図書館

いかいゆり子講演会「近江の小倉百人一首」

近江のゆかりの歌を中心に、小倉百人一首について

講演していただきます。

【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、電話、メール

講演会

おはなし会（子ども向け）

紙芝居『ぼくのおばあちゃん』、絵本『うら

ら川』を読みます。申込不要。

【日時】９月２１日（土）

第1回：午前10時30分～11時

第2回：午前11時30分～12時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

ビデオ鑑賞会（大人向け）
若年認知症当事者である丹野智文さんの講

演の録画映像を上映します。申込不要。

【日時】９月２１日（土）

第1回：午後１時30分～２時

第2回：午後３時～３時30分

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

認知症に関する図書コーナー

【日程】９月14日（土）～29日（日）

【場所】甲西図書館 １階

世界アルツハイマーデー啓発事業
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移動図書館車マツゾウくん ９月の巡回予定

８日（日）きじっこおはなし会

午前１１時～12時（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。

２０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。

２８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。

６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。

２１日（土）ちっちゃなかぜおはなし会

午後２時～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。

２７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９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（PC）
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（サンヒルズ甲西）でもご返却いただけます（平日の午前8時30分～

午後５時15分まで）。

HP スマートフォン 携帯電話



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
書物の愉しみ 井波　律子／著 岩波書店 019 ｼ
まなの本棚 芦田　愛菜／著 小学館 019 ﾏ
新聞という病 門田　隆将／著 産経新聞出版 070.2 ｼ
人前で変に緊張しなくなるすごい方法 伊藤　丈恭／著 アスコム 141.6 ﾋ
夜と霧の明け渡る日に ヴィクトール・E.フランクル／著 新教出版社 146.8 ﾖ
自分で「始めた」女たち グレース・ボニー／著 海と月社 159 ｼﾞ
怪しい戦国史 本郷　和人／著 産経新聞出版 210.4 ｱ
そのうちなんとかなるだろう 内田　樹／著 マガジンハウス 289.1 ｳﾁ
徳川斉昭 永井　博／著 山川出版社 289.1 ﾄｸ
女に生まれてモヤってる! ジェーン・スー／著 小学館 367.2 ｵ
ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子／著 文響社 367.7 ﾋ
親を老人ホームに入れようと思ったときに読む本 小嶋　勝利／著 海竜社 369.2 ｵ
英文解体新書 北村　一真／著 研究社 837.5 ｴ

　　政治・経済
国家を食べる 松本　仁一／著 新潮社 302.2 ｺ
ドキュメント「令和」制定 日本テレビ政治部／著 中央公論新社 312.1 ﾄﾞ
岐路に立つ指定管理者制度 松本　茂章／編著 水曜社 318 ｷ
日本一おかしな公務員 山田　崇／著 日本経済新聞出版社318.3 ﾆ
「いいね!」戦争 P.W.シンガー／著 NHK出版 319 ｲ
チャイナスタンダード 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 319.2 ﾁ
会計と犯罪 細野　祐二／著 岩波書店 327.1 ｶ
解読ウェーバー 橋本　努／著 講談社 331.5 ｶ
フォト・ドキュメンタリー朝鮮に渡った「日本人妻」 林　典子／著 岩波書店 334.4 ﾌ
サブスクリプション 雨宮　寛二／著 KADOKAWA 675 ｻ

　　科学・医学・工学
150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれていたのか 瀧澤　美奈子／著 ベレ出版 405 ﾋ
星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 大野　裕明／著 誠文堂新光社 442.3 ｵ
恐竜まみれ 小林　快次／著 新潮社 457.8 ｷ
キリン解剖記 郡司　芽久／著 ナツメ社 489.8 ｷ
老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡　トメ／著 幻冬舎 491.3 ｵ
ど忘れをチャンスに変える思い出す力 茂木　健一郎／著 河出書房新社 491.3 ﾄﾞ
電車に乗れない人たち 松本　桂樹／著 WAVE出版 493.74 ﾏ
美しい日本の川と防災 木下　武雄／著 総合法令出版 517.4 ｳ
トイレがつくるユニバーサルなまち 山本　耕平／著 イマジン出版 518.5 ﾄ
緑の家。 エクスナレッジ 527 ﾐ
3つのアポロ 的川　泰宣／著 日刊工業新聞社 538.9 ﾏ
波濤を越えて 佐藤　雄二／著 文藝春秋 557.8 ﾊ

　　芸術・スポーツ
アール・ブリュット エミリー・シャンプノワ／著 白水社 702.0 ｱ
なかみグラフィックス フアン・ベラスコ／編著 グラフィック社 727 ﾅ
被爆 江成　常夫／著 小学館 748 ﾋ
手仕事の帝国日本 池田　忍／著 岩波書店 750.2 ﾃ
まあまあふうふう。 八千草　薫／著 主婦と生活社 772.1 ﾔﾁ
楕円球と地球 出村　謙知／写真・文 実業之日本社 783.4 ﾀﾞ
心を強くする サーシャ・バイン／著 飛鳥新社 783.5 ｺ
どん底からの甲子園 タイムリー編集部／編 辰巳出版 783.7 ﾄﾞ
はじめてのテント山行 栗山　祐哉／監修 メイツ出版 786.1 ﾊ
羽生善治の攻めの教科書 羽生　善治／著 河出書房新社 796 ﾊ

7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
ふたりの村上 吉本　隆明／著 論創社 910.2 ﾑ
「歌だけが残る」と、あなたは言った 深田　太郎／著 河出書房新社 911.6 ｱｸ
未来を、11秒だけ 青柳　碧人／著 光文社 F ｱｵ
明日死んだ男 赤川　次郎／著 集英社 F ｱｶ
烈風ただなか あさの　あつこ／著 KADOKAWA F ｱｻ
愛してるって言えなくたって 五十嵐　貴久／著 祥伝社 F ｲｶﾞ
金庫番の娘 伊兼　源太郎／著 講談社 F ｲｶﾞ
ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著 ダイヤモンド社 F ｲｹ
ツキノネ 乾　緑郎／著 祥伝社 F ｲﾇ
八本目の槍 今村　翔吾／著 新潮社 F ｲﾏ
剣樹抄 冲方　丁／著 文藝春秋 F ｳﾌﾞ
下北沢インディーズ 岡崎　琢磨／著 実業之日本社 F ｵｶ
川っぺりムコリッタ 荻上　直子／著 講談社 F ｵｷﾞ
ぱくりぱくられし 木皿　泉／著 紀伊國屋書店 F ｷｻﾞ
ドン・キホーテ走る 鴻上　尚史／著 論創社 F ｺｳ
神前酔狂宴 古谷田　奈月／著 河出書房新社 F ｺﾔ
愛と追憶の泥濘 坂井　希久子／著 幻冬舎 F ｻｶ
ファミリーランド 澤村　伊智／著 早川書房 F ｻﾜ
旧友再会 重松　清／著 講談社 F ｼｹﾞ
君が異端だった頃 島田　雅彦／著 集英社 F ｼﾏ
絶声 下村　敦史／著 集英社 F ｼﾓ
戦国の教科書 天野　純希／著 講談社 F ｾﾝ
格闘 高樹　のぶ子／著 新潮社 F ﾀｶ
天災は忘れる前にやってくる 鳥飼　否宇／著 光文社 F ﾄﾘ
お願いおむらいす 中澤　日菜子／著 小学館 F ﾅｶ
やがて満ちてくる光の 梨木　香歩／著 新潮社 F ﾅｼ
店長がバカすぎて 早見　和真／著 角川春樹事務所 F ﾊﾔ
夏の騎士 百田　尚樹／著 新潮社 F ﾋｬ
密室を開ける手 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ
龍の袖 藤原　緋沙子／著 徳間書店 F ﾌｼﾞ
慟哭は聴こえない 丸山　正樹／著 東京創元社 F ﾏﾙ
のっけから失礼します 三浦　しをん／著 集英社 F ﾐｳ
最後のページをめくるまで 水生　大海／著 双葉社 F ﾐｽﾞ
手のひらの楽園 宮木　あや子／著 新潮社 F ﾐﾔ
ラストダンスは私に 村岡　恵理／著 光文社 F ﾑﾗ
キキ・ホリック 森　晶麿／著 KADOKAWA F ﾓﾘ
ひと喰い介護 安田　依央／著 集英社 F ﾔｽ
天使も怪物も眠る夜 吉田　篤弘／著 中央公論新社 F ﾖｼ
いきたくないのに出かけていく 角田　光代／著 スイッチ・パブリッシング 915.6 ｶｸ
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
この顔と生きるということ 岩井　建樹／著 朝日新聞出版 916 ｲﾜ
シングル父さん子育て奮闘記 木本　努／著 ぱるす出版 916 ｷ
なんにもなかった 暮しの手帖社 916 ﾅﾝ

　　外国文学
「他者」の起源 トニ・モリスン／著 集英社 930.2 ﾓﾘ
ストーリー・オブ・マイ・キャリア L.M.モンゴメリ／著 柏書房 930.2 ﾓﾝ
西洋能 男が死ぬ日 テネシー・ウィリアムズ／著 而立書房 932 ｳｨ
リップとイカボッドの物語 ワシントン・アーヴィング／著 三元社 933 ｱｳﾞ
マンハッタン・ビーチ ジェニファー・イーガン／著 早川書房 933 ｲｶﾞ
IQ　2 ジョー・イデ／著 早川書房 B 933 ｲ 2
ザ・ボーダー　上・下 ドン・ウィンズロウ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933 ｳｨ 
危険な弁護士　上・下巻 ジョン・グリシャム／著 新潮社 B 933 ｸﾞﾘ 
訣別　上・下 マイクル・コナリー／著 講談社 B 933 ｺﾅ 
モナリザの微笑(ほほえみ) オルダス・ハクスレー／著 講談社 B 933 ﾊｸ
私たち異者は スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ
世界を救う100歳老人 ヨナス・ヨナソン／著 西村書店 949.8 ﾖﾅ
異邦の香り 野崎　歓／著 講談社 B 955 ﾈﾙ


