
29 水 水曜日　休館

30 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

24 金

25 土

26 日

27 月 月曜日　休館

28 火 火曜日　休館

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

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

18 土

16 木 木曜日　休館

17 金

13 月 月曜日　休館

10 金

11 土

5 日

8 水 水曜日　休館

12 日

9 木 木曜日　休館

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土

2 木 木曜日　休館

3 金

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年4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◇

『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）

東海道を歩く＜石部図書館＞

【期間】４月４日（日)～28日（火）

石部

４月３０日は 図書館の日 です

甲西

雑誌スポンサー募集

図書館で所蔵している雑誌の年間購読料を

負担していただくと、雑誌や棚の見出しに

スポンサー名や広告を入れ、PRをできます。

図書館の雑誌コーナーを充実させるために

ご支援いただける個人や、企業などからの

ご応募をお待ちしております。

応募方法など、詳しくは甲西図書館へお問

い合わせください。

ゴールデンウィーク中の休館について

甲西図書館：５月4日（月）５月5日（火）休館

石部図書館：５月3日（日）５月6日（水）５月7日（木）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。）

「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、４月30日までの下記事業を中

止させていただきます。５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。

４/3(金) ちっちゃなかぜおはなし会(甲西)

４/４(土)   子ども 映画会『フンガくん』(甲西)

４/12(日) きじっこおはなし会(石部)

４/17(金) よっといでたいむ(石部)

4/18(土) ちっちゃなかぜおはなし会(甲西)

４/24(金) おはなしの森(甲西)

４/25(土) よっといでたいむ(石部)

事業の中止について



○
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移動図書館車マツゾウくん ４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）。

まちづくりセンター などで 図書館 の 資料 を 返すことができます

市立図書館の図書（他館から取り寄せた資料を除く）やCDなどを返すことができます。窓口で図書

返却専用袋を受け取り、本やCDを入れて窓口で手渡してください。

【場所】 三雲・柑子袋・石部南・岩根

・菩提寺・下田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）

【日時】 平日の開館日のみ、午前8時30分～午後5時15分

～耳で聴く電子書籍が入りました！～
湖南市立電子図書館に新しく、 約1,000点 の電子書籍が追加されました。

そのうち約300点は、本の朗読や落語、講演録などの耳で聴く電子書籍です。語学学

習にぴったりな英語の電子書籍もあります。

パソコンやスマートフォンで聞いていただくことができます。

図書館の利用カードをお持ちの方ならどなたでも電子図書館をご利用いただけます。

（図書館ホームページと共有のパスワードが必要です）

ぜひご利用ください。

【URL】https://www.d-library.jp/konan/

HOPPA石部南 4月9日（木） 午後2時15分～2時45分
岩根東農業集落センター 4月10日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 4月15日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 4月15日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 4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 4月16日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 4月16日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 4月17日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA水戸 4月17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） 4月17日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺くじら認定こども園 4月23日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 4月23日（木） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 4月25日（土） 午後0時～1時



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
デジタル・ミニマリスト カル・ニューポート／著 早川書房 007.3 ﾃﾞ
本を売る技術 矢部　潤子／著 本の雑誌社 024 ﾎ
ニューヨーク・タイムズを守った男 デヴィッド・E.マクロー／著 毎日新聞出版 070.1 ﾆ
だから僕は、ググらない。 浅生　鴨／著 大和出版 141.5 ﾀﾞ
なんで僕に聞くんだろう。 幡野　広志／著 幻冬舎 159 ﾅ
こころの深呼吸 片柳　弘史／著 教文館 198.2 ｺ
本能寺前夜 光成　準治／著 KADOKAWA 210.4 ﾎ
それを、真の名で呼ぶならば レベッカ・ソルニット／著 岩波書店 302.5 ｿ
人は、なぜ他人を許せないのか? 中野　信子／著 アスコム 361.4 ﾋ
日本のセーフティーネット格差 酒井　正／著 慶應義塾大学出版会 364 ﾆ
さらわれた赤ちゃん 藤原　一枝／著 幻冬舎メディアコンサルティング 369.4 ｻ
ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田　元幸／著 アルク 801.7 ﾎﾞ
わたしの外国語漂流記 河出書房新社／編 河出書房新社 807 ﾜ

　　政治・経済
サル化する世界 内田　樹／著 文藝春秋 304 ｻ
16歳のデモクラシー 佐藤　優／著 晶文社 311.7 ｼﾞ
新しい地政学 北岡　伸一／編 東洋経済新報社 312.9 ｱ
自由の命運　上・下 ダロン・アセモグル／著 早川書房 332 ｼﾞ 
2050年世界人口大減少 ダリル・ブリッカー／著 文藝春秋 334.3 ﾆ
移民と日本社会 永吉　希久子／著 中央公論新社 334.4 ｲ
人は、なぜ他人を許せないのか? 中野　信子／著 アスコム 361.4 ﾋ
ロスジェネのすべて 雨宮　処凛／編著 あけび書房 361.6 ﾛ
みんなにお金を配ったら アニー・ローリー／著 みすず書房 364 ﾐ
コンビニチェーン進化史 梅澤　聡／著 イースト・プレス 673.8 ｺ

　　科学・医学・工学
科学はこう「たとえる」とおもしろい! 左巻　健男／編著 青春出版社 404 ｶ
数学的な思考とは何か 長岡　亮介／著 技術評論社 410.4 ｽ
日本の山ができるまで 小泉　武栄／著 エイアンドエフ 455.1 ﾆ
人の暮らしを変えた植物の化学戦略 黒柳　正典／著 築地書館 471.4 ﾋ
絶滅動物は甦らせるべきか? ブリット・レイ／著 双葉社 480.7 ｾﾞ
早川一光の「こんなはずじゃなかった」 早川　一光／述 ミネルヴァ書房 490.4 ﾊ
自己免疫疾患の謎 アニータ・コース／著 青土社 493.1 ｼﾞ
野菜はくすり 村田　裕子／監修 オレンジページ 498.5 ﾔ
安藤忠雄建築を生きる 三宅　理一／著 みすず書房 523.1 ｱ
クルマの本箱 内野　安彦／著 郵研社 537.9 ｸ
孤塁 吉田　千亜／著 岩波書店 543.5 ﾖ
ドラえもんを本気でつくる 大澤　正彦／著 PHP研究所 548.3 ﾄﾞ

　　芸術・スポーツ
アーティストの手紙 マイケル・バード／著 マール社 702.8 ｱ
遙かな巨大仏 半田　カメラ／著 書肆侃侃房 718 ﾊ
ヴィルヘルム・ハマスホイ ヴィルヘルム・ハマスホイ／画 東京美術 723.3 ｳﾞ
悪い男 蜷川　実花／写真 小学館 748 ﾜ
クラシックへの挑戦状 大友　直人／著 中央公論新社 762.1 ｵｵ
役者ほど素敵な商売はない 市村　正親／著 新潮社 772.1 ｲﾁ
宝塚受験世界にひとつしかない夢 川路　真瑳／著 左右社 775.4 ﾀ
国策落語はこうして作られ消えた 柏木　新／著 本の泉社 779.1 ｺ
オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研／著 KADOKAWA 780.6 ｵ
甲賀忍者の真実 渡辺　俊経／著 サンライズ出版 789.8 ｺ

２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
ノンフィクションの技法 ジョン・マクフィー／著 白水社 901.6 ﾉ
石坂洋次郎の逆襲 三浦　雅士／著 講談社 L ｲｼ
日本文学を読む・日本の面影 ドナルド・キーン／著 新潮社 910.2 ﾆ
色のない虹 石牟礼　道子／著 弦書房 911.3 ｲｼ
わたしの芭蕉 加賀　乙彦／著 講談社 911.3 ﾏﾂ
海の十字架 安部　龍太郎／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ
ピカソになれない私たち 一色　さゆり／著 幻冬舎 F ｲｯ
しゃもぬまの島 上畠　菜緒／著 集英社 F ｳｴ
旅ごはん 小川　糸／著 白泉社 F ｵｶﾞ
うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨／著 KADOKAWA F ｶｷ
東京、はじまる 門井　慶喜／著 文藝春秋 F ｶﾄﾞ
まむし三代記 木下　昌輝／著 朝日新聞出版 F ｷﾉ
アパレル興亡 黒木　亮／著 岩波書店 F ｸﾛ
言の葉は、残りて 佐藤　雫／著 集英社 F ｻﾄ
ポロック生命体 瀬名　秀明／著 新潮社 F ｾﾅ
誰にも相談できません 高橋　源一郎／著 毎日新聞出版 F ﾀｶ
十字架のカルテ 知念　実希人／著 小学館 F ﾁﾈ
夜がどれほど暗くても 中山　七里／著 角川春樹事務所 F ﾅｶ
ほどなく、お別れです 長月　天音／著 小学館 F ﾅｶﾞ
夜明けのM 林　真理子／著 文藝春秋 F ﾊﾔ
礼儀正しい空き巣の死 樋口　有介／著 祥伝社 F ﾋｸﾞ
愛するいのち、いらないいのち 冨士本　由紀／著 光文社 F ﾌｼﾞ
#柚莉愛とかくれんぼ 真下　みこと／著 講談社 F ﾏｼ
坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平／著 集英社 F ﾏﾁ
欺瞞（ぎまん）の殺意 深木　章子／著 原書房 F ﾐｷ
エンデンジャード・トリック 門前　典之／著 南雲堂 F ﾓﾝ
いつでも母と 山口　恵以子／著 小学館 F ﾔﾏ
南相馬メドレー 柳　美里／著 第三文明社 F ﾕｳ
流卵 吉村　萬壱／著 河出書房新社 F ﾖｼ
ポラリスが降り注ぐ夜 李　琴峰／著 筑摩書房 F ﾘ
死の陰謀 渡辺　裕之／著 中央公論新社 F ﾜﾀ
かんもくの声 入江　紗代／著 学苑社 916 ｲﾘ
戦争期少女日記 高良　真木／著 教育史料出版会 916 ｺｳ
わけあり記者の両親ダブル介護 三浦　耕喜／著 春陽堂書店 916 ﾐｳ

　　外国文学
荒潮 陳　楸帆／著 早川書房 923.7 ﾁｪ
中央駅 キム　ヘジン／著 彩流社 929.1 ｷﾑ
幕間 ヴァージニア・ウルフ／著 平凡社 933 ｳﾙ
茶匠と探偵 アリエット・ド・ボダール／著 竹書房 933 ﾄﾞﾎﾞ
暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて アーシュラ・K.ル=グウィン／著 河出書房新社 934 ﾙｸﾞ
不安 ペーター・ハントケ／著 三修社 943 ﾊﾝ
闇という名の娘 ラグナル・ヨナソン／著 小学館 B 949.5 ﾗｸﾞ

結ばれたロープ ロジェ・フリゾン=ロッシュ／著 みすず書房 953 ﾌﾘ
旅に出る時ほほえみを ナターリヤ・ソコローワ／著 白水社 983 ｿｺ
あの日に消えたエヴァ レミギウシュ・ムルス／著 小学館 B 989.8 ﾑﾙ

　　電子書籍
トヨタ式5W1H思考 桑原　晃弥／著 KADOKAWA
数学にとって証明とはなにか 瀬山　士郎／ 著 講談社
世界の不思議な植物 湯浅　浩史／著 誠文堂新光社
荻原博子節約の○と× マガジンハウス
色合わせと着こなしの微差で一生おしゃれな人になる 日比　理子／著 KADOKAWA
サッカーの見方は1日で変えられる 木崎　伸也／著 東洋経済新報社
十四歳日和 水野　瑠見／著 講談社
小説《映画》二ノ国 有沢　ゆう希／著 講談社
雨あがる　（耳で聴く電子書籍） 山本　周五郎／著 新潮社
源氏物語　桐壺～松風　(耳で聴く電子書籍） 紫式部／著 パンローリング


