
石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土

2 木 木曜日　休館

3 金

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

13 月 月曜日　休館

10 金

11 土

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

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 祝日（スポーツの日）　休館

25 土

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

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年７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

休館日

◇開館時間：午前10時～午後6時◇

電子図書館には、約400点の耳で

聴く電子書籍があります。

朗読された小説や落語、講演など

を聞いていただけます。

湖南市電子図書館のホームページ

＞ジャンルで探す＞音楽・音声

＞文芸・口頭表現

から一覧をご覧いただけます。利

用にはパスワードが必要です。

新型コロナウィルス感染症の

感染拡大防止のためのお願い

・館内での滞在は短時間（３０分以内）で

お願いします。

・できるだけ少人数での来館をお願いしま

す。

・マスク着用にご協力ください。

・図書館への入館前後は、手洗いや消毒等

をお願いします。

耳で聴く電子図書館

図書館ホームページ

図書館のホームページからこんなこと

ができます。メールアドレスがなくても、

利用することができます。

①図書館で所蔵している資料の検索

②貸出中の資料の予約

③雑誌の最新号の予約

④借りている資料の貸出期間の延長

予約や延長にはパスワードが必要です。

パスワードの発行も図書館のホームペー

ジからできます。なお、パスワードは電

子図書館のパスワードと共通です。

【図書館URL】https://www.lics-
saas.nexs-service.jp/konan/

パスワードはカウンターでも

発行できます。

お気軽にどうぞ。
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移動図書館車マツゾウくん ７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）。

【電子図書館URL】
https://www.dlibrary.jp/konan/

Q.電子図書館とは何ですか
A.パソコン・タブレット・スマートフォンを使って、電子書籍を借りることができる
インターネット上の図書館です。自宅や外出先で電子書籍を借りて・読んで・

返すことができます。

Q.電子図書館を使いたいのですが、何が必要ですか。
A.パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネットが使えるものをご用意ください。
また、図書館の利用カードとパスワードが必要です。パスワードはカウンターでも

すぐに発行できます。ご自分でパスワードを発行する場合は図書館のホームページを

ご覧ください。

Q.電子図書館では何冊借りられますか。
A.おひとり５冊まで、２週間借りることができます。

Q.パスワードを間違えて、ロックがかかりました。
A.一定回数パスワードを間違えると、ロックがかかります。
ロックを解除しますので、お手数ですが図書館にご連絡いただくか、利用カードを

持って、図書館カウンターまでお越しください。

電子図書館 Q&A

阿星あかつき保育園 7月2日（木） 午前10時30分～11時
HOPPA石部南 7月2日（木） 午後2時15分～2時45分
岩根東農業集落センター 7月3日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲くじら保育園 7月8日（水） 午前10時30分～11時
三雲ふれあいセンター 7月8日（水） 午後1時30分～2時
下田こども園 7月9日（木） 午前10時30分～11時
下田小学校 7月9日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 7月9日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA湖南水戸 7月10日（金） 午前10時30分～11時
水戸小学校 7月10日（金） 午後1時～1時30分
市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 7月10日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺まちづくりセンター 7月16日（木） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 7月18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
積読こそが完全な読書術である 永田　希／著 イースト・プレス 019 ﾂ
<美しい本>の文化誌 臼田　捷治／著 Book & Design 022.5 ｳ
孤独を生き抜く哲学 小川　仁志／著 河出書房新社 104 ｺ
老いの器量 下重　暁子／著 海竜社 159 ｼ
神になった日本人 小松　和彦／著 中央公論新社 172 ｶ
宿無し弘文 柳田　由紀子／著 集英社インターナショナル 188.8 ｵﾄ
水軍と海賊の戦国史 小川　雄／著 平凡社 210.4 ｽ
コンビニ断ち脱スマホ 黒沢　大陸／著 コモンズ 365.0 ｺ
加害者家族バッシング 佐藤　直樹／著 現代書館 368.6 ｶ
日本のお弁当文化 権代　美重子／著 法政大学出版局 383.8 ﾆ
レイシズム ルース・ベネディクト／著 講談社 B 389.0 ﾚ
お肴春秋 辰巳　芳子／著 岩波書店 596.0 ｵ
米陸軍日本語学校 ハーバート・パッシン／著 筑摩書房 B 810.7 ﾍﾞ

　　政治・経済
危うい国・日本 百田　尚樹／著 ワック 304 ｱ
香港デモ戦記 小川　善照／著 集英社 312.2 ﾎ
北欧の幸せな社会のつくり方 あぶみ　あさき／著 かもがわ出版 312.3 ﾎ
有権者って誰? 藪野　祐三／著 岩波書店 314.8 ﾕ
アメリカン・プリズン シェーン・バウアー／著 東京創元社 326.9 ｱ
友だちを助けるための国際人権法入門 申　惠丰／著 影書房 329.2 ﾄ
義理と人情の経済学 山村　英司／著 東洋経済新報社 331 ｷﾞ
経営者の教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー編集部／編 ダイヤモンド社 335.1 ｹ
ゴーンショック 朝日新聞取材班／著 幻冬舎 537.0 ｺﾞ
進化する里山資本主義 藻谷　浩介／監修 ジャパンタイムズ出版 601.1 ｼ

　　科学・医学・工学
TYRANNOPEDIA 楊楊／文 講談社 457.8 ﾃ
言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー／著 柏書房 481.7 ｺ
タコの知性 池田　譲／著 朝日新聞出版 484.7 ﾀ
外来アリのはなし 橋本　佳明／編 朝倉書店 486.7 ｶﾞ
オーデュボンの鳥 J.J.オーデュボン／著 新評論 488.2 ｵ
人体は流転する ギャヴィン・フランシス／著 みすず書房 491.3 ｼﾞ
感染症大全 堤　寛／著 飛鳥新社 493.8 ｶ
人類と病 詫摩　佳代／著 中央公論新社 498 ｼﾞ
新型コロナウイルス 水谷　哲也／著 東京化学同人 498.6 ｼ
次世代半導体素材GaNの挑戦 天野　浩／著 講談社 549.8 ｼﾞ
育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 玉置　標本／著 家の光協会 626 ｿ
神木探偵 本田　不二雄／著 駒草出版 653.2 ｼ

　　芸術・スポーツ
ストリートの美術 大山　エンリコイサム／著 講談社 702.0 ｽ
フジモトマサルの仕事 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 726.1 ﾌｼﾞ
音楽が聴けなくなる日 宮台　真司／著 集英社 760.9 ｵ
近江の名曲淡海節 今井　信／著 サンライズ出版 767.5 ｲ
歌舞伎の101演目解剖図鑑 辻　和子／絵と文 エクスナレッジ 774 ﾂ
キネマの玉手箱 大林　宣彦／著 ユニコ舎 778.2 ｵｵ
三國連太郎、彷徨う魂へ 宇都宮　直子／著 文藝春秋 778.2 ﾐｸ
パラリンピックと日本 田中　圭太郎／著 集英社 780.6 ﾊﾟ
平尾誠二を語る 橋野　薫／著 草思社 783.4 ﾋﾗ
天才の考え方 加藤　一二三／著 中央公論新社 796.0 ｶ

5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
令和版全訳小説伊勢物語 服部　真澄／訳著 講談社 913.3 ﾚ
泥棒は世界を救う 赤川　次郎／著 徳間書店 F ｱｶ
小倉・関門海峡殺人事件 梓　林太郎／著 光文社 F ｱｽﾞ
まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬　まる／著 祥伝社 F ｱﾔ
濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 有栖川　有栖／著 KADOKAWA F ｱﾘ
逆ソクラテス 伊坂　幸太郎／著 集英社 F ｲｻ
死者との対話 石原　慎太郎／著 文藝春秋 F ｲｼ
じんかん 今村　翔吾／著 講談社 F ｲﾏ
詩の立会人 大野　新／著 サンライズ出版 F ｵｵ
さよなら願いごと 大崎　梢／著 光文社 F ｵｵ
食っちゃ寝て書いて 小野寺　史宜／著 KADOKAWA F ｵﾉ
結婚させる家 桂　望実／著 光文社 F ｶﾂ
食いしん坊発明家 小泉　武夫／著 新潮社 F ｺｲ
ビルマに見た夢 古処　誠二／著 双葉社 F ｺﾄﾞ
四十歳のオブローモフ 後藤　明生／著 つかだま書房 F ｺﾞﾄ
任俠シネマ 今野　敏／著 中央公論新社 F ｺﾝ
駆け入りの寺 澤田　瞳子／著 文藝春秋 F ｻﾜ
恋愛未満 篠田　節子／著 光文社 F ｼﾉ
スノードロップ 島田　雅彦／著 新潮社 F ｼﾏ
法の雨 下村　敦史／著 徳間書店 F ｼﾓ
イエロー・サブマリン 小路　幸也／著 集英社 F ｼｮ
秘める恋、守る愛 高見澤　俊彦／著 文藝春秋 F ﾀｶ
業平 高樹　のぶ子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 F ﾀｶ
あとを継ぐひと 田中　兆子／著 光文社 F ﾀﾅ
黙 辻堂　魁／著 光文社 913.6 ﾂｼﾞ
水を縫う 寺地　はるな／著 集英社 F ﾃﾗ
迷子のままで 天童　荒太／著 新潮社 F ﾃﾝ
ダブル・トライ 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ
あふれる家 中島　さなえ／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ
合唱 中山　七里／著 宝島社 F ﾅｶ
東京オリンピックの幻想 西村　京太郎／著 文藝春秋 F ﾆｼ
そして、みんなバカになった 橋本　治／著 河出書房新社 F ﾊｼ
四神の旗 馳　星周／著 中央公論新社 F ﾊｾ
おこりんぼう 林　望／著 春陽堂書店 F ﾊﾔ
おおきな森 古川　日出男／著 講談社 F ﾌﾙ
文豪と借金 「文豪と借金」編集部／編 方丈社 F ﾌﾞﾝ
52ヘルツのクジラたち 町田　そのこ／著 中央公論新社 F ﾏﾁ
江戸の夢びらき 松井　今朝子／著 文藝春秋 F ﾏﾂ
持続可能な魂の利用 松田　青子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ
私の考え 三浦　瑠麗／著 新潮社 F ﾐｳ
カケラ 湊　かなえ／著 集英社 F ﾐﾅ
きたきた捕物帖 宮部　みゆき／著 PHP研究所 F ﾐﾔ
猫を棄てる 村上　春樹／著 文藝春秋 F ﾑﾗ
こんぱるいろ、彼方 椰月　美智子／著 小学館 F ﾔｽﾞ
贖罪 吉田　喜重／著 文藝春秋 F ﾖｼ
人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤　愛子／著 小学館 915.6 ｻﾄ
旅のつばくろ 沢木　耕太郎／著 新潮社 915.6 ｻﾜ

　　外国文学
『紅楼夢』の世界 井波　陵一／著 京都：臨川書店 923.6 ｿｳ
わたしに無害なひと チェ　ウニョン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｪ
月のケーキ ジョーン・エイキン／著 東京創元社 933 ｴｲ
イエスの学校時代 J.M.クッツェー／著 早川書房 933 ｸｯ
鉄の時代 J.M.クッツェー／著 河出書房新社 B 933 ｸｯ
知りすぎた男 G.K.チェスタトン／著 東京創元社 B 933 ﾁｪ
あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット／著 東京創元社 933 ﾌﾟﾚ
ヒルダ・アダムスの事件簿 M.R.ラインハート／著 論創社 933 ﾗｲ
オルガ ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 943 ｼｭ
コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 974 ｼﾞｮ


