
石　　部 甲　　西

1 火 火曜日　休館

4 金 ちっちゃなかぜおなはし会

2 水 水曜日　休館

3 木 木曜日　休館

5 土 親子プレイステーション

8 火 火曜日　休館

12 土 図書のリサイクル

9 水 水曜日　休館

6 日

7 月 月曜日　休館

13 日 きじっこおはなし会 図書のリサイクル

10 木 木曜日　休館

11 金

14 月 祝日（体育の日）　休館 月曜日　休館

15 火 火曜日　休館

18 金 よっといでたいむ 図書のリサイクル

16 水 水曜日　休館 図書のリサイクル

17 木 木曜日　休館 図書のリサイクル

19 土 雑誌のリサイクル ちっちゃなかぜおはなし会/図書のリサイクル

22 火 祝日（即位礼正殿の儀）　休館 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館

20 日 雑誌のリサイクル

21 月 雑誌のリサイクル 月曜日　休館

図書のリサイクル

24 木 木曜日　休館

25 金 雑誌のリサイクル おはなしの森

26 土 よっといでたいむ/雑誌のリサイクル おにぎり村の人形劇

27 日 雑誌のリサイクル

28 月 月曜日　休館

31 木 木曜日　休館

29 火 火曜日　休館

月末整理日　休館

30 水 水曜日　休館

「図書館だより」 2019年10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◇

湖南市制15周年記念 地図でたどる湖南

市の変遷

【期間】10月１3日（日）まで

【場所】甲西図書館 ２階 展示コーナー

三雲城址

【期間】10月１日（火）まで

【場所】石部図書館

雑誌スポンサーのみなさま

○株式会社潮

○湖南市工業会

〇湖南市商工会女性部

○株式会社小西自動車

○トヨタ紡織滋賀株式会社

○美松電気株式会社

〇他５人 （敬称略、50音順）

ご支援、ありがとうございます。

図書館ポイントラリー

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、ポイントがた

まるとしおり作りなどに参加できます。

【期間】 11月1０日（日）まで

【しおりづくり期間】

10月19日（土）～11月10日（日）

【対象】中学生以下

おにぎり村の人形劇

【日時】10月26日（土）

午後２時～３時

【場所】 甲西図書館 ２階 視聴覚室

【演目】「とべたよとべた」

「おはながわらった」ほか

図書館まつり

リサイクル

〇雑誌のリサイクル

【日時】10月19日（土）～27日（日）

【場所】石部図書館

〇図書のリサイクル

【日時】10月12日（土）～20日（日）

【場所】甲西図書館2階 視聴覚室

今回は子ども向けの本はありません。

混雑を避けるため、午前１０時から整理

券を配布して入場制限を行う場合があり

ます。
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移動図書館車マツゾウくん 10月の巡回予定

13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。

18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。

26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。

4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。

19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。

25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10月のおはなしかい石部図書館

※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）。

今後の催しもの（甲西図書館）

図書館講座「身近な歴史を学ぶ ２」
■11月16日（土） ■11月30日（土）

■12月14日（土） ■1月18日（土） ■２月１日（土）

【時間】午後２時～午後４時

第1５回「知的書評合戦

ビブリオバトルｉｎ ＫＯＮＡＮ」
【日時】11月９日（土）午後１時３０分～３時

【主催】湖南市ビブリオバトル実行委員会

児童講座「のろ・さかん講演会 自作を語る」
【日時】１１月２日（土） 午後２時～午後４時

すべて申し込みが必要です。

詳しくは館内チラシか、

図書館HPをごらんください。

阿星保育園 10月3日（木） 午後1時30分～2時
石部南幼稚園 10月3日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 10月4日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 10月4日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 10月9日（水） 午後1時30分～2時
三雲保育園 10月9日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 10月10日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 10月10日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 10月10日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 10月11日（金） 午後1時～1時30分
水戸保育園 10月11日（金） 午後1時45分～2時15分
市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 10月11日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺こども園 10月17日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 10月17日（木） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 10月26日（土） 午前11時30分～午後12時30分



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
公文書をアーカイブする 小川　千代子／編著 大阪大学出版会 018.0 ｺ
彗星図書館 皆川　博子／著 講談社 019 ｽ
「助けて」が言えない 松本　俊彦／編 日本評論社 146 ﾀ
休み方改革 東松　寛文／著 徳間書店 159 ﾔ
みんな、忙しすぎませんかね? 笑い飯・哲夫／著 大和書房 180.4 ﾐ
明智光秀の城郭と合戦 高橋　成計／著 戎光祥出版 210.2 ｱ
ナチ 本の略奪 アンデシュ・リデル／著 国書刊行会 234.0 ﾅ
大隈重信　上・下 伊藤　之雄／著 中央公論新社 289.1 ｵｵ 
マイ・ストーリー ミシェル・オバマ／著 集英社 289.3 ｵﾊﾞ
貧困専業主婦 周　燕飛／著 新潮社 367.3 ﾋ
僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見　陽平／著 自由国民社 367.3 ﾎﾞ
ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子／著 文響社 367.7 ｷ
身近な人の介護で心がいきづまったら読む本 高室　成幸／共同監修 自由国民社 369.2 ﾐ

　　政治・経済
アフリカを見る アフリカから見る 白戸　圭一／著 筑摩書房 302.4 ｱ
エルドアンのトルコ 松富　かおり／著 中央公論新社 312.2 ｴ
公共サービスの産業化と地方自治 岡田　知弘／著 自治体研究社 318 ｺ
ナガサキ スーザン・サザード／著 みすず書房 319.8 ﾅ
国連事務総長 田　仁揆／著 中央公論新社 329.3 ｺ
私たちが国際協力する理由 紀谷　昌彦／著 日本評論社 333.8 ｷ
移民がやってきた 山村　淳平／著 現代人文社 334.4 ｲ
リーダーになる前に知っておきたかったこと 小林　慎和／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 336.3 ﾘ
資本市場とプリンシプル 佐藤　隆文／著 日本経済新聞出版社 338.1 ｼ
税のタブー 三木　義一／著 集英社インターナショナル 345 ｾﾞ

　　科学・医学・工学
デカルトからベイトソンへ モリス・バーマン／著 文藝春秋 402 ﾃﾞ
恐竜の魅せ方 真鍋　真／著 CCCメディアハウス 406.9 ﾏ
世界一美しい星空の教科書 大平　貴之／著 宝島社 443.8 ｾ
今の空から天気を予想できる本 武田　康男／著 緑書房 451.2 ﾀ
コケはなぜに美しい 大石　善隆／著 NHK出版 475 ｺ
子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 東海大学海洋学部／監修 マイルスタッフ 484 ｺ
ネコもよう図鑑 浅羽　宏／著 化学同人 489.5 ﾈ
僕は偽薬を売ることにした 水口　直樹／著 国書刊行会 490.1 ﾎﾞ
認知症の親を介護している人の心を守る本 西村　知香／監修 大和出版 493.75 ﾆ
京滋バイパス運動史 西村　忠雄／著 パレード 518.8 ｹ
2030年アパレルの未来 福田　稔／著 東洋経済新報社 589.7 ｲ
岩田さん 岩田　聡／述 ほぼ日 589.7 ｲ

　　芸術・スポーツ
障がい者アート 成田　孝／著 大学教育出版 702.0 ｼ
原三溪の美術 横浜美術館／企画・監修 求龍堂 708 ﾊ
絵本原画ニャー! 100%ORANGE／ほか画 青幻舎プロモーション 726.5 ｴ
ジョン・ケージ作曲家の告白 ジョン・ケージ／著 アルテスパブリッシング 762.5 ｹｼﾞ
星野源 ふたりきりで話そう 星野　源／著 朝日新聞出版 764.7 ﾎｼ
夢見鳥 中村　吉右衛門／著 日本経済新聞出版社 774.2 ﾅｶ
国境を越えたスクラム 山川　徹／著 中央公論新社 783.4 ｺ
球数制限 広尾　晃／著 ビジネス社 783.7 ﾀ
世界の中で、いちばん柔道を知らない日本人へ 松山　三四六／著 ベースボール・マガジン社 789.2 ｾ
ダンスの時代 若杉　実／著 リットーミュージック 799 ﾀﾞ

8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
日本SF誕生 豊田　有恒／著 勉誠出版 910.2 ﾄ
角野栄子エブリデイマジック 角野　栄子／著 平凡社 L ｶﾄﾞ
季語を知る 片山　由美子／著 KADOKAWA 911.3 ｷ
もう少し浄瑠璃を読もう 橋本　治／著 新潮社 912.4 ﾓ
飛雲のごとく あさの　あつこ／著 文藝春秋 F ｱｻ
カインは言わなかった 芦沢　央／著 文藝春秋 F ｱｼ
罪の轍 奥田　英朗／著 新潮社 F ｵｸ
泣きたくなるほど嬉しい日々に 尾崎　世界観／著 KADOKAWA F ｵｻﾞ
氷獄 海堂　尊／著 KADOKAWA F ｶｲ
窓の外を見てください 片岡　義男／著 講談社 F ｶﾀ
熱源 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ
土に贖う 河崎　秋子／著 集英社 F ｶﾜ
万波を翔る 木内　昇／著 日本経済新聞出版社 F ｷｳ
紅の女王 菊地　秀行／著 祥伝社 F ｷｸ
戦国十二刻 木下　昌輝／著 光文社 F ｷﾉ
老父よ、帰れ 久坂部　羊／著 朝日新聞出版 F ｸｻ
M 小松　成美／著 幻冬舎 F ｺﾏ
黙秘犯 翔田　寛／著 KADOKAWA F ｼｮ
命あれば 瀬戸内　寂聴／著 新潮社 F ｾﾄ
人生の終わり方も自分流 曾野　綾子／著 河出書房新社 F ｿﾉ
震える天秤 染井　為人／著 KADOKAWA F ｿﾒ
純潔 嶽本　野ばら／著 新潮社 F ﾀｹ
欺す衆生 月村　了衛／著 新潮社 F ﾂｷ
昭和天皇の声 中路　啓太／著 文藝春秋 F ﾅｶ
ヴェールドマン仮説 西尾　維新／著 講談社 F ﾆｼ
罪と祈り 貫井　徳郎／著 実業之日本社 F ﾇｸ
MGC 蓮見　恭子／著 光文社 F ﾊｽ
銀座の紙ひこうき はらだ　みずき／著 中央公論新社 F ﾊﾗ
20 CONTACTS 原田　マハ／著 幻冬舎 F ﾊﾗ
伊勢佐木町探偵ブルース 東川　篤哉／著 祥伝社 F ﾋｶﾞ
私は幽霊を見ない 藤野　可織／著 KADOKAWA F ﾌｼﾞ
グスコーブドリの太陽系 古川　日出男／著 新潮社 F ﾌﾙ
ラッコの家 古川　真人／著 文藝春秋 F ﾌﾙ
世話を焼かない四人の女 麻宮　ゆり子／著 光文社 F ﾏﾐ
三匹の子豚 真梨　幸子／著 講談社 F ﾏﾘ
さよならの儀式 宮部　みゆき／著 河出書房新社 F ﾐﾔ
至誠の残滓 矢野　隆／著 集英社 F ﾔﾉ
この道をどこまでも行くんだ 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ
森語りの日々 森　博嗣／著 講談社 915.6 ﾓﾘ
荒野のジャーナリスト稲田芳弘 稲田　陽子／著 Eco・クリエイティブ 916 ｲﾅ
インパール作戦悲劇の構図 久山　忍／著 潮書房光人新社 916 ﾋｻ
もう逃げない。 和歌山カレー事件林眞須美死刑囚長男／著 ビジネス社 916 ﾜｶ
老年を面白く生きる 曽野　綾子／著 海竜社 917 ﾛ

　　外国文学
洋書天国へようこそ 宮脇　孝雄／著 アルク 930.2 ﾐﾔ
貸出禁止の本をすくえ! アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版 933 ｸﾞﾗ
イヴリン嬢は七回殺される スチュアート・タートン／著 文藝春秋 933 ﾀﾄ
短編画廊 ローレンス・ブロック／編 ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾀﾝ
ダラスの赤い髪 キャスリーン・ケント／著 早川書房 B 933 ｹﾝ
バッドボーイ ジム・トンプスン／著 文遊社 933 ﾄﾝ
太陽の帝国 J.G.バラード／著 東京創元社 B 933 ﾊﾞﾗ
カリ・モーラ トマス・ハリス／著 新潮社 B 933 ﾊﾘ
掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン／著 講談社 933 ﾍﾞﾙ
運命の旅 アルフレート・デーブリーン／著 河出書房新社 946 ﾃﾞﾌﾟ
レパード　上・下 ジョー・ネスボ／著 集英社 B 949.6 ﾈｽ 

モンテーニュ 宮下　志朗／著 岩波書店 954 ﾓﾝ
クオーレ デ・アミーチス／作 岩波書店 B 973 ﾃﾞｱ


