
石　　部 甲　　西

1 水 年末・年始休館 年末・年始休館

4 土 年末・年始休館 年末・年始休館

2 木 年末・年始休館 年末・年始休館

3 金 年末・年始休館 年末・年始休館

5 日 日曜映画会

8 水 水曜日　休館

12 日 きじっこおはなし会 おにぎり村の人形劇

9 木 木曜日　休館

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

13 月 祝日（成人の日）　休館 月曜日　休館

10 金 ちっちゃなかぜおなはし会

11 土 親子プレイステーション

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

18 土 ちっちゃなかぜおはなし会/図書館講座

16 木 木曜日　休館

17 金 よっといでたいむ

19 日

22 水 水曜日　休館

23 木 木曜日　休館

20 月

21 火 火曜日　休館

月曜日　休館

24 金 おはなしの森

25 土 よっといでたいむ

26 日

27 月 月曜日　休館

28 火 火曜日　休館

29 水 水曜日　休館

30 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

31 金 蔵書点検休館

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年1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◇

『三雲駅の歴史パネル展』甲西図書館

【期間】1月５日（日）～１月１９日（日）

『第24回セントジョンズ市・湖南市児童生

徒絵画展』甲西図書館

【期間】1月25日（土）～２月16日（日）

『湖南市の十一面観音像』石部図書館

【期間】1月5日（日）～１月28日（火）

日曜映画会

図書館講座

『身近な歴史を学ぶ 2』
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

『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

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【監督】レニ・リーフェンシュタール

人形劇

おにぎり村の人形劇
【日時】１月12日（日）午後２時～３時

【場所】甲西図書館 ２階 視聴覚室

【演目】「一寸法師」

「ヘンゼルとグレーテル」ほか

【定員】当日先着１００人

申込不要

～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。

（パスワードの登録が必要です。）

【電子図書館URL】

https://www.d-library.jp/konan/

図書館HPで貸出期間の延長ができます。

貸出期間を延長したい本が、次に予約が

なければ、HPで１回だけ延長できます。

（延滞している本はできません。）

詳しくは、図書館HPへ。
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移動図書館車マツゾウくん 1月の巡回予定

12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。

17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。

25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。

10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。

18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。

24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1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）。

～蔵書点検に伴う休館のお知らせ～

石部図書館は、蔵書点検のため、1月31日（金）から２月1日（土）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）または甲西図書館、移動図書館車

「マツゾウくん」、各まちづくりセンター・サンヒルズ甲西へお願いします。

阿星保育園 1月9日（木） 午後1時30分～2時
石部南幼稚園 1月9日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 1月10日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 1月10日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 1月15日（水） 午後1時30分～2時
三雲保育園 1月15日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 1月16日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 1月16日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 1月16日（木） 午後2時15分～2時45分
市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 1月17日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺こども園 1月23日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 1月23日（木） 午後3時～3時30分
水戸小学校 1月24日（金） 午後1時～1時30分
水戸保育園 1月24日（金） 午後1時45分～2時15分
石部南まちづくりセンター 1月25日（土） 午前11時30分～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
たのしいスケッチノート 櫻田　潤／著 ビー・エヌ・エヌ新社 002.7 ﾀ
AIには何ができないか メレディス・ブルサード／著 作品社 007.1 ｴ
フィンランド公共図書館 吉田　右子／著 新評論 016.2 ﾌ
人は語り続けるとき、考えていない 河野　哲也／著 岩波書店 104 ﾋ
自分という木の育て方 石村　由起子／著 平凡社 159 ｼﾞ
はい、さようなら。 瀬戸内　寂聴／著 光文社 188.4 ﾊ
なぜ歴史を学ぶのか リン・ハント／著 岩波書店 204 ﾅ
日本の戦後を知るための12人 池上　彰／著 文藝春秋 281.0 ﾆﾎ
タテ社会と現代日本 中根　千枝／著 講談社 361.3 ﾀ
仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへ! 小島　慶子／著 日経BP 366.3 ｼ
日本の貧困女子 中村　淳彦／著 SBクリエイティブ 367.2 ﾆ
少年の「問題」/「問題」の少年 松嶋　秀明／著 新曜社 371.4 ｼ
知っておくと役立つ街の変な日本語 飯間　浩明／著 朝日新聞出版 810.4 ｲ

　　政治・経済
生きづらさに立ち向かう 前川　喜平／著 岩波書店 304 ｲ
インドが変える世界地図 広瀬　公巳／著 文藝春秋 312.2 ｲ
公共施設のしまいかた 堤　洋樹／編著 学芸出版社 318 ｺ
核軍縮の現代史 瀬川　高央／著 吉川弘文館 319.8 ｶ
老老相続 奥原　玲子／著 清文社 324.7 ｵ
司法通訳人という仕事 小林　裕子／著 慶應義塾大学出版会 327.6 ｼ
人口半減社会と戦う 小樽市人口減少問題研究会／著 白水社 334.3 ｼﾞ
社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています 島田　直行／著 プレジデント社 336 ｼ
大人の言葉力 齋藤　孝／著 大和出版 336.4 ｵ
アリババ ミン・ゾン／著 文藝春秋 673.3 ｱ

　　科学・医学・工学
南極読本 南極OB会編集委員会／編 成山堂書店 402.9 ﾅ
オリジン・ストーリー デイヴィッド・クリスチャン／著 筑摩書房 440 ｵ
空がおしえてくれること 蓬萊　大介／著 幻冬舎 451.0 ﾎ
日本のスミレ探訪 山田　隆彦／著 太郎次郎社エディタス 479.8 ﾆ
鳥の骨格標本図鑑 川上　和人／著 文一総合出版 488.1 ﾄ
まぁるい死 徳永　進／著 朝日新聞出版 490.1 ﾏ
親の脳を癒やせば子どもの脳は変わる 友田　明美／著 NHK出版 493.9 ｵ
舌はないけど 荒井　里奈／著 中日新聞社 494.5 ｼ
誰が科学を殺すのか 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班／著 毎日新聞出版 509.1 ﾀﾞ
心なごむ日本の橋 平野　暉雄／著 パレード 515.0 ｺ
春夏秋冬のある暮らし 金田　正夫／著 風土社 527 ｼ
星宙(ほしぞら)の飛行士 油井　亀美也／著 実務教育出版 538.9 ﾎ

　　芸術・スポーツ
アート思考 秋元　雄史／著 プレジデント社 704 ｱ
国宝ロストワールド 岡塚　章子／著 小学館 709.1 ｺ
酒井抱一 井田　太郎／著 岩波書店 721.5 ｻｶ
はぐれくん、おおきなマルにであう シェル・シルヴァスタイン／作 あすなろ書房 726.5 ﾊ
司馬遼太郎「街道をゆく」の視点 小林　修／著 朝日新聞出版 748 ｼ
フレディ・マーキュリー写真のなかの人生 川崎　大助／訳 光文社 764.7 ﾏｷ
高倉健、その愛。 小田　貴月／著 文藝春秋 778.2 ﾀ
森保ジャパン世界で勝つための条件 後藤　健生／著 NHK出版 783.4 ﾓ
貴乃花 我が相撲道 石垣　篤志／著 文藝春秋 788.1 ﾀｶ
花いけの勘どころ 上野　雄次／著 誠文堂新光社 793 ﾊ

11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
文学に描かれた「橋」 磯辺　勝／著 平凡社 904 ﾌﾞ
黒岩涙香（くろいわるいこう） 奥　武則／著 ミネルヴァ書房 L ｸﾛ
龍彦親王航海記 礒崎　純一／著 白水社 L ｼﾌﾞ
宮沢賢治はなぜ教科書に掲載され続けるのか 構　大樹／著 大修館書店 L ﾐﾔ
海と空のあいだに 石牟礼　道子／著 弦書房 911.1 ｲｼ
ねこもかぞく 堀本　裕樹／著 さくら舎 911.3 ﾈ
グッドバイ 朝井　まかて／著 朝日新聞出版 F ｱｻ
信長、天が誅する 天野　純希／著 幻冬舎 F ｱﾏ
死刑囚メグミ 石井　光太／著 光文社 F ｲｼ
あたしたち、海へ 井上　荒野／著 新潮社 F ｲﾉ
牛鬼の滝 宇江　敏勝／著 新宿書房 F ｳｴ
かか 宇佐見　りん／著 河出書房新社 F ｳｻ
間宵（まよい）の母 歌野　晶午／著 双葉社 F ｳﾀ
約束された移動 小川　洋子／著 河出書房新社 F ｵｶﾞ
まち 小野寺　史宜／著 祥伝社 F ｵﾉ
歩道橋シネマ 恩田　陸／著 新潮社 F ｵﾝ
惑星 片山　令子／著 港の人 F ｶﾀ
自由は死せず 門井　慶喜／著 双葉社 F ｶﾄﾞ
信長、天を堕とす 木下　昌輝／著 幻冬舎 F ｷﾉ
三つのアリバイ 鯨　統一郎／著 光文社 F ｸｼﾞ
せき越えぬ 西條　奈加／著 新潮社 F ｻｲ
犯人は、あなたです 新堂　冬樹／著 河出書房新社 F ｼﾝ
荒城に白百合ありて 須賀　しのぶ／著 KADOKAWA F ｽｶﾞ
人間の芯 曽野　綾子／著 青志社 F ｿﾉ
山の上のランチタイム 高森　美由紀／著 中央公論新社 F ﾀｶ
セバット・ソング 谷村　志穂／著 潮出版社 F ﾀﾆ
はんぶんのユウジと 壇　蜜／著 文藝春秋 F ﾀﾞﾝ
青い秋 中森　明夫／著 光文社 F ﾅｶ
人面瘡（じんめんそう）探偵 中山　七里／著 小学館 F ﾅｶ
殺しの許可証(ライセンス) 馳　星周／著 毎日新聞出版 F ﾊｾ
最後の楽園 服部　まゆみ／著 河出書房新社 F ﾊｯ
星と龍 葉室　麟／著 朝日新聞出版 F ﾊﾑ
うたかた姫 原　宏一／著 祥伝社 F ﾊﾗ
小さな場所 東山　彰良／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ
サイレント・ブルー 樋口　明雄／著 光文社 F ﾋｸﾞ
ブルーブラッド 藤田　宜永／著 徳間書店 F ﾌｼﾞ
老警 古野　まほろ／著 KADOKAWA F ﾌﾙ
しらふで生きる 町田　康／著 幻冬舎 F ﾏﾁ
坂の上の赤い屋根 真梨　幸子／著 徳間書店 F ﾏﾘ
変半身(かわりみ) 村田　沙耶香／著 筑摩書房 F ﾑﾗ
アンチ整理術 森　博嗣／著 日本実業出版社 F ﾓﾘ
別れの季節 諸田　玲子／著 新潮社 F ﾓﾛ
ミッドナイツ 山口　雅也／著 講談社 F ﾔﾏ
毒牙 吉川　永青／著 KADOKAWA F ﾖｼ
恋愛 吉田　修一／著 文藝春秋 F ﾖｼ
にっぽん聖地巡拝の旅　あずま下り編 玉岡　かおる／著 大法輪閣 915.6 ﾀﾏ
ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子／著 新潮社 916 ﾉﾌﾞ
家族をさがす旅 町田　哲也／著 岩波書店 916 ﾏﾁ

　　外国文学
赤い髪の女 オルハン・パムク／著 早川書房 929.5 ﾊﾟﾑ
運命のコイン　上・下 ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B 933 ｱﾁ 
とんがりモミの木の郷 セアラ・オーン・ジュエット／作 岩波書店 B 933 ｼﾞｭ
オーバーストーリー リチャード・パワーズ／著 新潮社 933 ﾊﾟﾜ
ヒア・アイ・アム ジョナサン・サフラン・フォア／著 NHK出版 933 ﾌｫ
ポー傑作集 エドガー・アラン・ポー／著 中央公論新社 B 933 ﾎﾟ
アンの愛情 L.M.モンゴメリ／著 文藝春秋 B 933 ﾓﾝ
サラムボー　上 フローベール／作 岩波書店 B 953 ﾌﾛ 1

カルメン/タマンゴ メリメ／著 光文社 B 953 ﾒﾘ


