
29 日

30 月 月曜日　休館

31 火 火曜日　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

28 土

19 木 木曜日　休館

22 日

23 月 月曜日　休館

20 金 祝日（春分の日）　休館

21 土

祝日（春分の日）　休館

14 土

15 日

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

5 木 木曜日　休館

8 日

12 木 木曜日　休館

9 月 月曜日　休館

6 金

7 土

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

HP 電子図書

「図書館だより」 2020年3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

事業の中止について休館日

◇開館時間：午前10時～午後6時◇

YAコーナーができました

改訂版

甲西

YAとは、Young Adult（ヤングアダルト）の略で、

「大人でもない、だけど子どもでもない」10代の

みなさんを指す言葉です。 YAコーナーでは、そん

なみなさんに向けた本があります。どうぞご利用く

ださい。

湖南市の「新型コロナウイルスの感染拡大防止

に向けた湖南市主催の事業・イベント等につい

ての対応方針」に基づき、3月31日までの下記

事業を中止させていただきます。４月以降に実

施を予定している事業も、状況に応じて随時変

更となる可能性があります。最新の情報は館内

掲示もしくは図書館ホームページにてご確認く

ださい。

2/29(土)～3/4(水) 本のリサイクル(甲西)

3/5(木) 図書館協議会(甲西)

3/6(金) ちっちゃなかぜおはなし会(甲西)

3/7(土) 第16回「知的書評合戦

ビブリオバトルin KONAN」(甲西)

3/7(土) 親子プレイステーション（甲西）

3/7(土)～3/22(日)

『アールブリュット展』（甲西）

3/8(日) きじっこおはなし会(石部)

3/8(日) 児童講座「赤ちゃんと絵本を結ぶ」

（甲西）

3/13(金) よっといでたいむ(石部)

3/14(土)～3/15(日)

鉄道模型運転会 (甲西)

3/21(土) ちっちゃなかぜおはなし会(甲西)

3/21(土) 映画会『村の婦人学級』(甲西)

3/22(日) おにぎり村の人形劇(甲西)

3/27(金) おはなしの森(甲西)

3/28(土) よっといでたいむ(石部)

3/28(土) 映画会

『しがらきから吹いてくる風』

(甲西)

展示

『里山百花ー滋賀の里山植物歳時記ー』

＜甲西図書館＞

【期間】～ 3月22日（日）

『懐かしの絵本の世界展』＜甲西図書館＞

【期間】３月28日（土）～５月10日（日）

『田村一二展』＜石部図書館＞

【期間】3月1日（日)～31日（火）

石部

甲西
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移動図書館車マツゾウくん 3月の巡回予定

※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）。

阿星保育園 3月5日（木） 午後1時30分～2時
石部南幼稚園 3月5日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 3月6日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 3月6日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 3月11日（水） 午後1時30分～2時
三雲保育園 3月11日（水） 午後2時15分～2時45分
下田まちづくりセンター 3月12日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 3月12日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸保育園 3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） 3月13日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺こども園 3月19日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 3月19日（木） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 3月28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
おはなし聞いて語って 東京子ども図書館／編集 東京子ども図書館 015.8 ｵ
いつだって読むのは目の前の一冊なのだ 池澤　夏樹／著 作品社 019 ｲ
行きたい！企業ミュージアム イカロス出版 069.8 ｲ
奇妙な瓦版の世界 森田　健司／著 青幻舎 070.2 ｷ
脇役思考のほうがうまくいく 臼井　由妃／著 小学館 159 ﾜ
寂庵コレクション　Vol.1 瀬戸内　寂聴／著 光文社 188.4 ｼﾞ 1
長篠の戦い 金子　拓／著 戎光祥出版 210.48 ｶ
太平洋諸島の歴史を知るための60章 石森　大知／編著 明石書店 270 ﾀ
退職代行マニュアル 桐畑　昴／著 扶桑社 366.2 ﾀ
上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 上野　千鶴子／著 大和書房 367.2 ｳ
72歳、妻を亡くして三年目 西田　輝夫／著 幻冬舎 367.7 ﾆ
ジソウのお仕事 青山　さくら／著 フェミックス 369.4 ｼﾞ
総理通訳の外国語勉強法 中川　浩一／著 講談社 807 ｿ

　　政治・経済
叛逆老人は死なず 鎌田　慧／著 岩波書店 304 ﾊ
香港危機の深層 倉田　徹／編 東京外国語大学出版会 312.2 ﾎ
「小さな拠点」をつくる 藤山　浩／編著 農山漁村文化協会 318.6 ﾁ
となりの外国人 芹澤　健介／著 マイナビ出版 334.4 ﾄ
リーダーシップを鍛える 荒木　香織／著 講談社 336.3 ｱ
いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 川野　祐司／著 インプレス 338 ｶ
ドル・人民元・リブラ 中條　誠一／著 新潮社 338.9 ﾄﾞ
コンビニが日本から消えたなら 渡辺　広明／著 ベストセラーズ 673.8 ｺ
三越誕生！ 和田　博文／著 筑摩書房 673.8 ﾐ
ブラックマーケティング 中野　信子／著 KADOKAWA 675 ﾌﾞ

　　科学・医学・工学
自然に学ぶ 白川　英樹／著 法藏館 404 ｼ
世界一やさしい電卓の教科書1年生 脇田　弥輝／著 ソーテック社 418.6 ｾ
グレタのねがい ヴァレンティナ・キャメリニ／著 西村書店 451.3 ｸﾞ
地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬　宏明／著 ベレ出版 451.6 ﾁ
京都市動物園飼育係ものがたり 高橋　鉄雄／著 京都新聞出版センター 480.7 ｷ
40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた デイヴィッド・J.リンデン／編著 河出書房新社 491.3 ﾘ
私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか 平瀬　雄一／著 幻冬舎 493.6 ﾋ
ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川　和夫／著 KADOKAWA 493.7 ﾎﾞ
英国貴族、領地を野生に戻す イザベラ・トゥリー／著 築地書館 519.8 ｴ
エスキスって何？ 小川　真樹／著 彰国社 525.1 ｴ
空飛ぶクルマのしくみ 中野　冠／監修 日刊工業新聞社 538 ｿ
貴金属の知られざる科学 齋藤　勝裕／著 シーアンドアール研究所 565.1 ｻ

　　芸術・スポーツ
美意識の値段 山口　桂／著 集英社 706.7 ﾋﾞ
バンクシー 毛利　嘉孝／著 光文社 723.3 ﾊﾞﾝ
京都名筆散歩 中村　史朗／著 淡交社 728.2 ｷ
こけし図譜 佐々木　一澄／絵と文 誠文堂新光社 759.9 ｺ
クラシック音楽を10倍楽しむ魔境のオーケストラ入門 齋藤　真知亜／著 ベストセラーズ 764.3 ｻ
太神楽 鏡味　仙三郎／著 原書房 779.7 ﾀﾞ
バレーボールの戦い方 高橋　宏文／著 ベースボール・マガジン社 783.2 ﾊﾞ
不屈の心 上原　浩治／著 ポプラ社 783.7 ｳ
フィギュアスケート氷の上で感じた世界 小塚　崇彦／著 扶桑社 784.6 ｺ
北岳山小屋物語 樋口　明雄／著 山と溪谷社 786.1 ｷ

１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
昔は面白かったな 石原　慎太郎／著 新潮社 L ｲｼ
誰も見ていない書斎の松本清張 櫻井　秀勲／著 きずな出版 L ﾏﾂ
四季のうた 長谷川　櫂／著 中央公論新社 B 911.0 ｼ
美しい「歳時記」の植物図鑑 『美しい「歳時記」の植物図鑑』編集委員会 山川出版社 911.30 ｳ
歌声は贈りもの 白井　明大／文 福音館書店 911.5 ｼﾗ
さいはての家 彩瀬　まる／著 集英社 F ｱﾔ
イマジン？ 有川　ひろ／著 幻冬舎 F ｱﾘ
窓辺のこと 石田　千／著 港の人 F ｲｼ
御社のチャラ男 絲山　秋子／著 講談社 F ｲﾄ
紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年／著 宝島社 F ｳﾀ
平蔵の母 逢坂　剛／著 文藝春秋 F ｵｳ
竜になれ、馬になれ 尾崎　英子／著 光文社 F ｵｻﾞ
踏み跡にたたずんで 小野　正嗣／著 毎日新聞出版 F ｵﾉ
風に乗って、跳べ 川端　裕人／著 朝日学生新聞社 F ｶﾜ
占（うら） 木内　昇／著 新潮社 F ｷｳ
50代からの疲れをためない小さな習慣 岸本　葉子／著 佼成出版社 F ｷｼ
息子たちよ 北上　次郎／著 早川書房 F ｷﾀ
仙童たち 栗林　佐知／著 未知谷 F ｸﾘ
まったく、青くない 黒田　小暑／著 小学館 F ｸﾛ
歌舞伎座の怪紳士 近藤　史恵／著 徳間書店 F ｺﾝ
山岳捜査 笹本　稜平／著 小学館 F ｻｻ
これでもいいのだ ジェーン・スー／著 中央公論新社 F ｼﾞｪ
かんばん娘 志川　節子／著 KADOKAWA F ｼｶﾞ
野守虫 柴田　哲孝／著 光文社 F ｼﾊﾞ
コープス・ハント 下村　敦史／著 KADOKAWA F ｼﾓ
母さんは料理がへたすぎる 白石　睦月／著 ポプラ社 F ｼﾗ
君がいないと小説は書けない 白石　一文／著 新潮社 F ｼﾗ
正体 染井　為人／著 光文社 F ｿﾒ
卍(まんじ)どもえ 辻原　登／著 中央公論新社 F ﾂｼﾞ
インタビューズ 堂場　瞬一／著 河出書房新社 F ﾄﾞｳ
騒がしい楽園 中山　七里／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ
忘れられぬ人々 中村　稔／著 青土社 F ﾅｶ
小説「安楽死特区」 長尾　和宏／著 ブックマン社 F ﾅｶﾞ
恋愛禁止 長江　俊和／著 KADOKAWA F ﾅｶﾞ
結婚の奴 能町　みね子／著 平凡社 F ﾉｳ
猫君 畠中　恵／著 集英社 F ﾊﾀ
背高泡立草 古川　真人／著 集英社 F ﾌﾙ
生きてく工夫 南　伸坊／著 春陽堂書店 F ﾐﾅ
この国は、変われないの? 室井　佑月／著 新日本出版社 F ﾑﾛ
涼子点景1964 森谷　明子／著 双葉社 F ﾓﾘ
太平洋食堂 柳　広司／著 小学館 F ﾔﾅ
希望と殺意はレールに乗って 山本　巧次／著 講談社 F ﾔﾏ
魂の痕（きずあと） 梁　石日／著 河出書房新社 F ﾔﾝ
犯罪 吉田　修一／著 文藝春秋 F ﾖｼ
やがて忘れる過程の途中 滝口　悠生／著 NUMABOOKS 915.6 ﾀｷ
子規紀行文集 正岡　子規／著 岩波書店 B 915.6 ﾏｻ

会いにゆく旅 森　まゆみ／著 産業編集センター 915.6 ﾓﾘ

　　外国文学
父を見送る 龍　應台／著 白水社 924.7 ﾘｭ
言葉の温度 イ　ギジュ／著 光文社 929.1 ｲ
四隣人の食卓 ク　ビョンモ／著 書肆侃侃房 929.1 ｸ
韓国が嫌いで チャン　ガンミョン／著 ころから 929.13 ﾁｬ
ハーレクイン・ロマンス　恋愛小説から読むアメリカ 尾崎　俊介／著 平凡社 930.2 ｵｻﾞ
四つの凶器 ジョン・ディクスン・カー／著 東京創元社 B 933 ｶ
黒と白のはざま ロバート・ベイリー／著 小学館 B 933 ﾍﾞｲ
砂男　上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B 949.8 ｹﾌﾟ 

少女だった私に起きた、電車のなかでのすべてについて佐々木　くみ／著 イースト・プレス 953 ｻｻ
失われた女の子　ナポリの物語４ エレナ・フェッランテ／著 早川書房 973 ﾌｪ


