
石　　部 甲　　西

1 土 蔵書点検休館 図書館講座「身近な歴史を学ぶ 2」／親子プレイステーション

4 火 火曜日　休館

2 日 日曜映画会

3 月 月曜日　休館

5 水 水曜日　休館

8 土

12 水 水曜日　休館

9 日 きじっこおはなし会 日曜映画会

6 木 木曜日　休館

7 金 ちっちゃなかぜおなはし会

13 木 木曜日　休館

10 月 月曜日　休館

11 火 祝日（建国記念の日）　休館 火曜日　休館

14 金

15 土 ちっちゃなかぜおなはし会

18 火 火曜日　休館

16 日 日曜映画会

17 月 月曜日　休館

おはなしの森

19 水 水曜日　休館

22 土 よっといでたいむ

23 日 祝日（天皇誕生日）　休館 祝日（天皇誕生日）　休館

20 木 木曜日　休館

21 金 よっといでたいむ

29 土 本のリサイクル

24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館

27 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

28 金

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年２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◇

『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）

『里山百花ー滋賀の里山植物歳時記ー』
＜甲西図書館＞

【期間】２月22日（土）～ 3月８日（日）

『近江の戦国武将』＜石部図書館＞

【期間】２月2日（日）～２月25日（火）

本のリサイクル（甲西）

講座（甲西）

『身近な歴史を学ぶ 2』

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

～蔵書点検に伴う休館のお知らせ（石部）～

石部図書館は、蔵書点検のため、1月31日（金）・２月1日（土）は

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・市民学習交流セン

ター（サンヒルズ甲西）へお願いします。

【日程】２月２９日（土）・３月１日（日）

３月 ４日（水）

【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。

日曜シアター（甲西）

『街の灯』（1931年 米

モノクロ サイレント）

【日時】2月２日（日）午後２時～３時３０分

【監督・主演】チャールズ・チャップリン

『カサブランカ』（1943年 米 字幕）

【日時】2月９日（日） 午後２時～３時45分

【監督】マイケル・カーチス

【出演】ハンフリー・ボガード、

イングリッド・バーグマン 他

『第三の男』（1949年 英 モノクロ 字幕）

【日時】2月16日（日） 午後２時～3時45分

【監督】キャロル・リード

【出演】オーソン・ウェルズ、

ジョセフ・コットン 他
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移動図書館車マツゾウくん 2月の巡回予定

9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。

21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。

22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。

7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。

15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。

28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2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）。

小さい字の本が読みにくい方へ
図書館には、大活字本(だいかつじぼん)という大きな活字で書かれた本があります。

大活字本は、字の大きさ、行間、コントラスト等を考慮してつくられています。

１冊の本が、大活字本では上下巻の２冊や上中下巻の３冊になることもあります。

ベストセラーや名作、時代小説、エッセイなどもあります。どうぞご利用ください。

阿星保育園 2月6日（木） 午後1時30分～2時
石部南幼稚園 2月6日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 2月7日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 2月7日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 2月12日（水） 午後1時30分～2時
三雲保育園 2月12日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 2月13日（木） 午後0時55分～午後1時20分
下田まちづくりセンター 2月13日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 2月13日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 2月14日（金） 午後1時～1時30分
水戸保育園 2月14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） 2月14日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺こども園 2月20日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 2月20日（木） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 2月29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
人間のトリセツ 黒川　伊保子／著 筑摩書房 007.1 ﾆ
公共図書館でできる知的障害者への合理的配慮 藤澤　和子／編著 樹村房 015.1 ｺ
13坪の本屋の奇跡 木村　元彦／著 ころから 024.0 ｼﾞ
人生にとって挫折とは何か 下重　暁子／著 集英社 159 ｼ
泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ／編 ポプラ社 159.7 ﾅ
真贋力 有馬　頼底／著 幻冬舎 188.8 ｼ
麒麟がくる NHK出版 289.1 ｱ
スノーデン独白 エドワード・スノーデン／著 河出書房新社 289.3 ｽﾉ
エベレストには登らない 角幡　唯介／著 小学館 290.9 ｴ
定年後も働きたい。 松本　すみ子／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 366.2 ﾏ
老〜い、どん! 樋口　恵子／著 婦人之友社 367.7 ｵ
大人になる前に知る性のこと 加納　尚美／編著 ぺりかん社 367.9 ｵ
日本語をつかまえろ! 飯間　浩明／著 毎日新聞出版 810.4 ﾆ

　　政治・経済
IDENTITY フランシス・フクヤマ／著 朝日新聞出版 304 ｱ
あなたの知らない政治家の世界 クラウディア・ワリン／著 新評論 312.3 ｱ
もしも刑務所に入ったら 河合　幹雄／著 ワニブックス 326.5 ﾓ
社長って何だ! 丹羽　宇一郎／著 講談社 335.0 ｼ
世界「倒産」図鑑 荒木　博行／著 日経BP 335.2 ｾ
外資系で自分らしく働ける人に一番大切なこと 宮原　伸生／著 ダイヤモンド社 335.4 ｶﾞ
定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山　真由／監修 ナツメ社 336 ﾃ
女性管理職1年目の教科書 野見山　玲子／著 日本経済新聞出版社 336.3 ｼﾞ
リブラの正体 リブラ研究会／著 日本経済新聞出版社 338 ﾘ
「この人から買いたい!」と思わせる技術 鷹尾　豪／著 幻冬舎 673.3 ｺ

　　科学・医学・工学
学校に入り込むニセ科学 左巻　健男／著 平凡社 404 ｶﾞ
星を楽しむ天体観測のきほん 大野　裕明／著 誠文堂新光社 442 ｵ
天気予報はどのようにつくられるのか 古川　武彦／著 ベレ出版 451.2 ﾌ
若い読者に贈る美しい生物学講義 更科　功／著 ダイヤモンド社 460 ﾜ
動物たちが教えてくれた「良い生き物」になる方法 サイ・モンゴメリー／著 河出書房新社 480.4 ﾄﾞ
「感情の老化」を防ぐ本 和田　秀樹／著 朝日新聞出版 493.7 ﾜ
子どもたちのビミョーな本音 武井　明／著 日本評論社 493.9 ｺ
それでも病院で死にますか 尾崎　容子／著 セブン&アイ出版 498 ｿ
異物不良「ゼロ」徹底対策ガイド 中崎　勝／著 日刊工業新聞社 509.6 ｲ
東京駅の扉 佐々木　直樹／著 日本写真企画 536.1 ﾄ
スッキリ!がってん!小水力発電の本 橋口　清人／著 電気書院 543.3 ｽ
トコトンやさしいシリコーンの本 池野　正行／監修 日刊工業新聞社 578.4 ﾄ

　　芸術・スポーツ
あいちトリエンナーレ「展示中止」事件 岡本　有佳／編 岩波書店 706.9 ｱ
時代を語る名画たち 木村　泰司／著 ぴあ 723.0 ｷ
ヒエロニムス・ボスの世界 ティル=ホルガー・ボルヒェルト／著 パイインターナショナル 723.3 ﾎﾞｽ
ナウシカ考 赤坂　憲雄／著 岩波書店 726.1 ﾅ
EVEREST 石川　直樹／著 CCCメディアハウス 748 ｲ
音楽で生きていく! 青柳　いづみこ／著 アルテスパブリッシング 762.1 ｵ
近江の能 井上　由理子／著 サンライズ出版 773 ｵ
いいことだけ考える 沢部　ひとみ／著 文藝春秋 775.1 ｲﾁ
一生に一度旅してみたいゴルフコース 伊集院　静／著 日本経済新聞出版社 783.8 ｲ
雪山登山 天野　和明／監修・著 山と溪谷社 786.1 ｱ

12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
論理仕掛けの奇談 有栖川　有栖／著 KADOKAWA 902.3 ﾛ
向田邦子の本棚 向田　邦子／著 河出書房新社 910.2 ﾑ
川上未映子　ことばのたましいを追い求めて 河出書房新社 L ｶﾜ
小林秀雄最後の音楽会 杉本　圭司／著 新潮社 L ｺﾊﾞ
人それを俳句と呼ぶ 今泉　康弘／著 沖積舎 911.3 ｲﾏ
出雲神話論 三浦　佑之／著 講談社 913.2 ﾐ
老人初心者の覚悟 阿川　佐和子／著 中央公論新社 F ｱｶﾞ
大名倒産　上・下 浅田　次郎／著 文藝春秋 F ｱｻ 
清く貧しく美しく 石田　衣良／著 新潮社 F ｲｼ
大人のカタチを語ろう。 伊集院　静／著 集英社 F ｲｼﾞ
金太郎飴 磯崎　憲一郎／著 河出書房新社 F ｲｿ
梅と水仙 植松　三十里／著 PHP研究所 F ｳｴ
黒鳥の湖 宇佐美　まこと／著 祥伝社 F ｳｻ
沈黙する知性 内田　樹／著 夜間飛行 F ｳﾁ
トヨトミの逆襲 梶山　三郎／著 小学館 F ｶｼﾞ
大きな字で書くこと 加藤　典洋／著 岩波書店 F ｶﾄ
首 北野　武／著 KADOKAWA F ｷﾀ
地獄の楽しみ方 京極　夏彦／著 講談社 F ｷｮ
力をぬいて 銀色　夏生／著 KADOKAWA F ｷﾞﾝ
オカシナ記念病院 久坂部　羊／著 KADOKAWA F ｸｻ
聡乃学習(サトスナワチワザヲナラウ) 小林　聡美／著 幻冬舎 F ｺﾊﾞ
抵抗都市 佐々木　譲／著 集英社 F ｻｻ
気がつけば、終着駅 佐藤　愛子／著 中央公論新社 F ｻﾄ
地面師たち 新庄　耕／著 集英社 F ｼﾝ
遠の眠りの 谷崎　由依／著 集英社 F ﾀﾆ
デッドライン 千葉　雅也／著 新潮社 F ﾁﾊﾞ
キッドの運命 中島　京子／著 集英社 F ﾅｶ
だから、何。 中野　翠／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ
風間教場 長岡　弘樹／著 小学館 F ﾅｶﾞ
わたしの美しい庭 凪良　ゆう／著 ポプラ社 F ﾅｷﾞ
舞鶴の海を愛した男 西村　京太郎／著 徳間書店 F ﾆｼ
春とび娘 原　宏一／著 双葉社 F ﾊﾗ
まずはこれ食べて 原田　ひ香／著 双葉社 F ﾊﾗ
涙をなくした君に 藤野　恵美／著 新潮社 F ﾌｼﾞ
小さいコトが気になります 益田　ミリ／著 筑摩書房 F ﾏｽ
老人流 村松　友視／著 河出書房新社 F ﾑﾗ
できない相談 森　絵都／著 筑摩書房 F ﾓﾘ
ぷくぷく 森沢　明夫／著 小学館 F ﾓﾘ
桔梗の旗 谷津　矢車／著 潮出版社 F ﾔﾂ
高野山 山本　音也／著 小学館 F ﾔﾏ
リボンの男 山崎　ナオコーラ／著 河出書房新社 F ﾔﾏ
十三階の血 吉川　英梨／著 双葉社 F ﾖｼ
寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか 渡辺　一夫／著 三田産業 F ﾜﾀ
灘校物語 和田　秀樹／著 サイゾー F ﾜﾀﾞ
毎朝ちがう風景があった 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ
ほんのちょっと当事者 青山　ゆみこ／著 ミシマ社 916 ｱｵ
子育てとばして介護かよ 島影　真奈美／著 KADOKAWA 916 ｼﾏ

　　外国文学
永遠の時の流れに 龍　應台／著 集広舎 924.7 ﾘｭ
ある子どもの詩の庭で ロバート・ルイス・スティーヴンソン／詩 瑞雲舎 931 ｽﾃ
ヴァイオリン職人と消えた北欧楽器 ポール・アダム／著 東京創元社 B 933 ｱﾀﾞ
ロボット・イン・ザ・スクール デボラ・インストール／著 小学館 B 933 ｲ
十二月の十日 ジョージ・ソーンダーズ／著 河出書房新社 933 ｿﾝ
ひとり旅立つ少年よ ボストン・テラン／著 文藝春秋 B 933 ﾃﾗ
名探偵の密室 クリス・マクジョージ／著 早川書房 933 ﾏｸ
流れは、いつか海へと ウォルター・モズリイ／著 早川書房 933 ﾓｽﾞ
ネプチューンの影 フレッド・ヴァルガス／著 東京創元社 B 953 ｳﾞｧ
賭博者 ドストエフスキー／著 光文社 B 983 ﾄﾞｽ


