
29 日 年末・年始休館 年末・年始休館

30 月 年末・年始休館 年末・年始休館

31 火 年末・年始休館 年末・年始休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 木曜日　休館

27 金 おはなしの森

28 土 よっといでたいむ

19 木 木曜日　休館

22 日 子ども映画会

23 月 月曜日　休館

20 金 よっといでたいむ

21 土 ちっちゃなかぜおなはし会

14 土 図書館講座「身近な歴史を学ぶ 2」

15 日 日曜映画会

18 水 水曜日　休館

16 月 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 図書館協議会

5 木 木曜日　休館

8 日 きじっこおはなし会 日曜映画会

12 木 木曜日　休館

9 月 月曜日　休館

6 金 ちっちゃなかぜおなはし会

7 土 親子プレイステーション

石　　部 甲　　西

1 日 日曜映画会

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

HP 電子図書館

「図書館だより」 2019年12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◇

東海道五十三次浮世絵複製画展＜甲西図書館＞

【期間】11月16日（土）～12月1日（日）

人権ポスター・メッセージ展＜甲西図書館＞

【期間】1２月４日（水）～２５日（水）

妙感寺＜石部図書館＞

【期間】11月30日（土)～12月24日（火）

【場所】石部図書館 カウンター前

日曜映画会（甲西図書館）

図書館講座

『身近な歴史を学ぶ 2』
② 11月30日（土）

「仏像②―その見方―」

土井通弘（就実大学名誉教授）

③ 12月14日（土）

「湖南市のオコナイ」

中島誠一（成安造形大学非常勤講師）

④ 1月18日（土）

「古墳時代の湖南市

－考古学からわかること―」

林修平（竜王町教育委員会）

⑤ ２月１日（土）

「「聞き取り」からわかること

ー女性史を中心にー」

早田リツ子（女性史研究家）

【場所】甲西図書館２階視聴覚室

【時間】午後２時～４時 【定員】７０人

【申し込み】両図書館カウンター

電話、メール

『生きる』（1952年 モノクロ）

日時：12月1日（日） 午後２時～４時45分

監督：黒澤明 出演：志村喬、小田切みき 他

『雨に唄えば』（1952年 字幕）

日時：12月8日（日） 午後２時～３時45分

監督：ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン

出演：ジーン・ケリー、ドナルド・オコナー 他

『麦秋』（1951年 モノクロ）

日時：12月15日（日） 午後２時～４時5分

監督：小津安二郎

出演：原節子、菅井一郎、笠智衆 他

『民族の祭典』（1938年 モノクロ 字幕）

日時：１月５日（日） 午後２時～４時20分

監督：レニ・リーフェンシュタール

子ども映画会（甲西図書館）

『チェブラーシカ』ほか

日時：12月２２日（日） 午後２時～３時

映画会は

申込不要。
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移動図書館車マツゾウくん 12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12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）。

年末年始休館のお知らせ

石部図書館：12月29日（日）から１月４日（土）まで休館

甲西図書館：12月29日（日）から１月４日（土）まで休館

※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。）

阿星保育園 12月5日（木） 午後1時30分～2時
石部南幼稚園 12月5日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 12月6日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 12月6日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 12月11日（水） 午後1時30分～2時
三雲保育園 12月11日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 12月12日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 12月12日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 12月12日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 12月13日（金） 午後1時～1時30分
水戸保育園 12月13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） 12月13日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 12月14日（土） 午前11時30分～12時30分
菩提寺こども園 12月19日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 12月19日（木） 午後3時～3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
図書館・まち育て・デモクラシー 嶋田　学／著 青弓社 010.4 ﾄ
古い絵本の物語 寺村　摩耶子／著 青土社 019.5 ﾌ
「私」は脳ではない マルクス・ガブリエル／著 講談社 114.2 ﾜ
子どもの心はどう育つのか 佐々木　正美／著 ポプラ社 143 ｺ
私、失敗ばかりなので 内山　聖子／著 新潮社 159 ﾜ
朝鮮戦争と日本・台湾「侵略」工作 江崎　道朗／著 PHP研究所 210.7 ﾁ
令和誕生 読売新聞政治部／著 新潮社 288.4 ｼﾞｮ
明智光秀ゆかりの地を歩く サンライズ出版／編 サンライズ出版 289.1 ｱｹ
人口減少社会のデザイン 広井　良典／著 東洋経済新報社 364 ｼﾞ
後悔しない子育て 信田　さよ子／著 講談社 367.3 ｺ
つけびの村 高橋　ユキ／著 晶文社 368.6 ﾂ
社協舞台の演出者たち 井岡　勉／コメンテーター 大学教育出版 369.0 ｼ
日本語「標準形(スタンダード)」の歴史 野村　剛史／著 講談社 810.2 ﾆ

　　政治・経済
幸福な監視国家・中国 梶谷　懐／著 NHK出版 302.2 ｺ
崩壊学 パブロ・セルヴィーニュ／著 草思社 304 ﾎ
女性のいない民主主義 前田　健太郎／著 岩波書店 312.1 ｼﾞ
ヘイトスピーチに立ち向かう 法学セミナー編集部／編 日本評論社 316.8 ﾍ
榛村純一の掛川市政28年 中山　礼行／著 静岡新聞社 318.2 ｼ
死刑囚の有限と無期囚の無限 加賀　乙彦／著 コールサック社 326.5 ｼ
スマートフォンは誰を豊かにしたのか 小林　大州介／著 現代書館 331.7 ｽ
サーキュラー・エコノミー ピーター・レイシー／著 日本経済新聞出版社 336.1 ｻ
カスハラ NHK「クローズアップ現代+」取材班／編著 文藝春秋 673.3 ｶ
ほどよい量をつくる 甲斐　かおり／著 インプレス 675.3 ﾎ

　　科学・医学・工学
なぜ科学を学ぶのか 池内　了／著 筑摩書房 401 ﾅ
高次元空間を見る方法 小笠　英志／著 講談社 415.2 ｵ
グレタたったひとりのストライキ マレーナ・エルンマン／著 海と月社 451.3 ｸﾞ
正解は一つじゃない子育てする動物たち 齋藤　慈子／編 東京大学出版会 481.7 ｾ
クモのイト 中田　兼介／著 ミシマ社 485.7 ﾅ
いのちは輝く 松永　正訓／著 中央公論新社 490.1 ﾏ
痴漢外来 原田　隆之／著 筑摩書房 493.7 ﾁ
摂食障害の子どもたち 高宮　静男／著 合同出版 493.9 ﾀ
科学者が消える 岩本　宣明／著 東洋経済新報社 509.1 ｶ
芝園団地に住んでいます 大島　隆／著 明石書店 527 ｼ
味の素「残業ゼロ」改革 石塚　由紀夫／著 日本経済新聞出版社 588.0 ｱ
ベニシアと正、人生の秋に 梶山　正／著 風土社 590.4 ﾍﾞ

　　芸術・スポーツ
すぐわかる正倉院の美術 米田　雄介／著 東京美術 702.1 ｽ
いちからわかる円山応挙 岡田　秀之／著 新潮社 721.6 ﾏ
あのひと マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット／構成 スタジオジブリ 726.5 ｱ
夢の翳（かげ） TEIKO SHIOTANI／ 求龍堂 748 ﾕ
クラシック現代の巨匠たち レコード芸術／編 音楽之友社 762.8 ｸ
ヒット曲の料理人 船山　基紀／著 リットーミュージック 767.8 ﾌﾅ
キネマ旬報物語 掛尾　良夫／著 愛育出版 778.0 ｷ
筋肉女子 米澤　泉／著 秀和システム 780.7 ｷ
円谷幸吉 命の手紙 松下　茂典／著 文藝春秋 782.3 ﾂﾌﾞ
感情の整理術123 加藤　一二三／著 PHP研究所 796.0 ｶﾄ

10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
この名作がわからない 小谷野　敦／著 二見書房 902.3 ｺ
大岡昇平の時代 湯川　豊／著 河出書房新社 L ｵｵ
「松本清張」で読む昭和史 原　武史／著 NHK出版 L ﾏﾂ
河東碧梧桐（かわひがしへきごとう） 石川　九楊／著 文藝春秋 911.3 ｶ
さくらさくらん 高橋　順子／著 デコ 911.5 ﾀｶ
私の家 青山　七恵／著 集英社 F ｱｵ
天空の鏡 麻見　和史／著 講談社 F ｱｻ
十三の海鳴り 安部　龍太郎／著 集英社 F ｱﾍﾞ
島津三国志 井川　香四郎／著 徳間書店 F ｲｶ
シャガクに訊け! 大石　大／著 光文社 F ｵｵ
湘南幻想美術館 太田　治子／著 鎌倉：かまくら春秋社 F ｵｵ
ライオンのおやつ 小川　糸／著 ポプラ社 F ｵｶﾞ
わたしは誰も看たくない 小原　周子／著 講談社 F ｵﾊ
飛べないカラス 木内　一裕／著 講談社 F ｷｳ
ひみつのしつもん 岸本　佐知子／著 筑摩書房 F ｷｼ
純、文学 北野　武／著 河出書房新社 F ｷﾀ
本と幸せ 北村　薫／著 新潮社 F ｷﾀ
サンズイ 笹本　稜平／著 光文社 F ｻｻ
夜はおしまい 島本　理生／著 講談社 F ｼﾏ
三人寄れば無礼講 清水　ミチコ／著 中央公論新社 F ｼﾐ
太陽はひとりぼっち 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ
97歳の悩み相談 瀬戸内　寂聴／著 講談社 F ｾﾄ
ツナグ　想い人の心得 辻村　深月／著 新潮社 F ﾂｼﾞ
夕焼けポスト ドリアン助川／著 ポプラ社 F ﾄﾞﾘ
この世の景色 早坂　暁／著 みずき書林 F ﾊﾔ
しねるくすり 平沼　正樹／著 産業編集センター F ﾋﾗ
おいしい家族 ふくだ　ももこ／著 集英社 F ﾌｸ
背中の蜘蛛 誉田　哲也／著 双葉社 F ﾎﾝ
人間 又吉　直樹／著 毎日新聞出版 F ﾏﾀ
ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋　良平／著 新潮社 F ﾏﾁ
きみの正義は 水生　大海／著 文藝春秋 F ﾐｽﾞ
スカーレット　上 水橋　文美江／作 ブックマン社 F ﾐｽﾞ 1
カエルの小指 道尾　秀介／著 講談社 F ﾐﾁ
生命式 村田　沙耶香／著 河出書房新社 F ﾑﾗ
五島崩れ 森　禮子／著 里文出版 Ｆ ﾓﾘ
源匣記（げんこうき） 矢野　隆／著 講談社 F ﾔﾉ
戦争獣戦争 山田　正紀／著 東京創元社 F ﾔﾏ
ファーストクラッシュ 山田　詠美／著 文藝春秋 F ﾔﾏ
みちづれの猫 唯川　恵／著 集英社 F ﾕｲ
彼女たちの犯罪 横関　大／著 幻冬舎 F ﾖｺ
怪談飯屋古狸 輪渡　颯介／著 講談社 F ﾜﾀ
介護のうしろから「がん」が来た! 篠田　節子／著 集英社 916 ｼﾉ
パパは女子高生だった 前田　良／著 明石書店 916 ﾏｴ

　　外国文学
いま、なぜ魯迅か 佐高　信／著 集英社 920.2 ﾙｼ
「自分を変える」ということ 齋藤　直子／著 幻冬舎 930.2 ｴﾏ
カッティング・エッジ ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 933 ﾃﾞｨ
シンギュラリティ・トラップ デニス・E.テイラー／著 早川書房 B 933 ﾃｲ
終わりなき探求 パール・S.バック／著 国書刊行会 933 ﾊﾞｯ
Because I am a Girl ティム・ブッチャー／著 英治出版 933 ﾋﾞｺ
カルカッタの殺人 アビール・ムカジー／著 早川書房 933 ﾑｶ
74歳の日記 メイ・サートン／著 みすず書房 935 ｻﾄ
ヴァルター・ベンヤミン 柿木　伸之／著 岩波書店 940.2 ﾍﾞﾝ
いやいやながらルパンを生み出した作家 ジャック・ドゥルワール／著 国書刊行会 950.2 ﾙﾌﾞ
蝶を飼う男 シャルル・バルバラ／著 国書刊行会 953 ﾊﾞﾙ
わたしのいるところ ジュンパ・ラヒリ／著 新潮社 973 ﾗﾋ
トルストイの子どもたち セルゲイ・トルストイ／著 成文社 980.2 ﾄﾙ


