
石　　部 甲　　西

1 土 調べる学習相談会

4 火 火曜日　休館

2 日 調べる学習相談会

3 月 月曜日　休館

5 水 水曜日　休館 調べる学習相談会

8 土 調べる学習相談会

12 水 水曜日　休館 調べる学習相談会

9 日 調べる学習相談会

6 木 木曜日　休館

7 金

13 木 木曜日　休館

10 月 祝日(山の日)　休館 月曜日　休館

11 火 火曜日　休館

14 金

15 土

18 火 火曜日　休館

16 日

17 月 月曜日　休館

19 水 水曜日　休館 調べる学習相談会

22 土 調べる学習相談会

23 日 調べる学習相談会

20 木 木曜日　休館

21 金

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

30 日

29 土

31 月 月曜日　休館

「図書館だより」 2020年８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

◇開館時間：午前10時～午後6時◇

平和祈念ポスター・パネル展

【期間】８月１日（土）～16日（日）

【場所】甲西図書館２階 展示コーナー

市内小中学校の児童生徒による「国際平和

ポスター・コンテスト」優秀作品と滋賀県

平和祈念館のパネルを展示します。

本と雑誌 ３０冊 CD１０点

ビデオ ４点 まで

１か月間 借りられます。

身近な疑問や興味のあることを、図書館の本

を使って調べてみましょう。テーマの見つけ

方、本のさがし方などをサポートする相談会

を開催します。事前の申し込みが必要です。

【日時】8月1日（土）2日（日）

5日（水）8日（土）9日（日）

12日（水）19日（水）

22日（土）23日（日）

時間はいずれも、午前10時30分～

午後１時30分～ 午後3時30分～

各回30分程度

（終了後、個別の相談に応じます。）

【場所】甲西図書館２階 視聴覚室

【申込方法】甲西図書館カウンター

電話 72-5550

メール tosyokan@city.shiga-konan.lg.jp

【対象】市内在住・在学の小学生と中学生

【定員】各回 ９人

★『NHK俳句』（NHK出版） ★『VERY』（光文社）・・・ファッション＆ライフスタイル誌

★『BikeJIN』（エイ出版）・・・ツーリングを楽しむバイクライフ雑誌

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。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 電子図書館

夏休み 調べる学習相談会

展示

新しい雑誌が入りました
石部

甲西

甲西

お盆休みも通常どおり開館しています

どうぞご利用ください
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移動図書館車マツゾウくん ８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）。

阿星あかつき保育園 8月6日（木） 午前10時30分～11時
岩根東農業集落センター 8月7日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲くじら保育園 8月12日（水） 午前10時30分～11時
三雲ふれあいセンター 8月12日（水） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 8月13日（木） 午後1時30分～2時
市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 8月14日（金） 午後2時30分～3時
菩提寺まちづくりセンター 8月20日（木） 午後3時～3時30分
水戸小学校 8月28日（金） 午後1時～1時30分
石部南まちづくりセンター 8月29日（土） 午後0時～1時

お願い 甲西図書館の駐車場は「一方通行」です。

危険ですので、逆走はしないでください

おうちでも、図書館

Q.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。

Q.図書館のホームページで本などを探せますか？
A.湖南市立図書館ホームページの「資料検索」のメニューから湖南市立図書館の蔵書をお探
しいただけます。

Q.図書館のホームページで本などの予約はできますか？。
A.貸出中の資料と雑誌の最新号の予約申し込みや取消ができます。借りられるようになった
ら、図書館から電話またはメールで連絡します。ホームページでの予約申し込みには図書館

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.図書館のホームページで返却期限を延ばせますか？
A.「利用状況確認」メニューから返却期限を、１回だけ延長することができます。
（次の予約がある場合や返却期限がすぎている場合は延長ができません。）

Q.図書館まで本をとりに行くのが大変なのですが・・・。
A.移動図書館車マツゾウくんでも予約の本を受け取ることができます。読みたい本が事前に
決まっている場合は図書館までご連絡ください。「園芸の本を何冊か借りたい」「ファッ

ション雑誌を何種類か見たい」「クラシックのCDを借りたい」などのご希望でも大丈夫で

す。借りた本などは、両図書館、移動図書館車マツゾウくん、最寄りのまちづくりセンター

や市民学習交流センターでお返しいただくことができます。
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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
働き方5.0 落合　陽一／著 小学館 007.3 ﾊ
読書と豊かな人間性 米谷　茂則／著 放送大学教育振興会 019.2 ﾄﾞ
物語を売る小さな本屋の物語 鈴木　潤／著 晶文社 024.0 ﾓ
二枚腰のすすめ 鷲田　清一／著 世界思想社 159 ﾆ
なぜ人はカルトに惹かれるのか 瓜生　崇／著 法藏館 169.1 ﾅ
古市古墳群をあるく 久世　仁士／著 創元社 210.2 ﾌ
天下人と二人の将軍 黒嶋　敏／著 平凡社 210.4 ﾃ
避けられた戦争 油井　大三郎／著 筑摩書房 210.6 ｻ
陸海の交錯 檀上　寛／著 岩波書店 222.0 ﾀﾞ
炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山　角／著 光文社 367.2 ｴ
それはデートでもトキメキでもセックスでもない ロビン・ワーショウ／著 イースト・プレス 368.6 ｿ
家族写真 笠井　千晶／著 小学館 369.3 ｶ
今そこにある多言語なニッポン 柿原　武史／編 くろしお出版 802 ｲ

　　政治・経済
時代の抵抗者たち 青木　理／著 河出書房新社 304 ｼﾞ
政治改革再考 待鳥　聡史／著 新潮社 312.1 ｾ
白人ナショナリズム 渡辺　靖／著 中央公論新社 316.8 ﾊ
歴史秘話外務省研修所 片山　和之／著 光文社 317.2 ﾚ
地方議員は必要か NHKスペシャル取材班／著 文藝春秋 318.4 ﾁ
塀の中の事情 清田　浩司／著 平凡社 326.5 ﾍ
危機の時代 ジム・ロジャーズ／著 日経BP 333.6 ｷ
国家と移民 鳥井　一平／著 集英社 334.4 ｺ
勤勉な国の悲しい生産性 ルディー和子／著 日本実業出版社 336.2 ｷ
相克のイデア 前田　育男／著 日経BP 537.0 ｿ

　　科学・医学・工学
東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください! 西成　活裕／著 かんき出版 410 ﾄ
正多面体は本当に5種類か 小林　吹代／著 技術評論社 414.1 ｾ
怖くて眠れなくなる地学 左巻　健男／編著 PHPエディターズ・グループ 450.4 ｺ
見えない絶景 藤岡　換太郎／著 講談社 452.8 ﾐ
タネはどこからきたか? 鷲谷　いづみ／文 山と溪谷社 471.7 ﾀ
海の極小!いきもの図鑑 星野　修／著 築地書館 481.7 ｳ
つむじまがりの神経科学講義 小倉　明彦／著 晶文社 491.3 ﾂ
心を病んだらいけないの? 斎藤　環／著 新潮社 493.7 ｻ
パンデミックを阻止せよ! 浦島　充佳／著 化学同人 498.6 ﾊﾟ
海と地域を蘇らせるプラスチック「革命」 グンター・パウリ／著 日経BP 519 ｳ
災害に強い住宅選び 長嶋　修／著 日経BP日本経済新聞出版本部 527 ｻ
アロハで猟師、はじめました 近藤　康太郎／著 河出書房新社 659 ｱ

　　芸術・スポーツ
薔薇のイコノロジー 若桑　みどり／著 青土社 702 ﾊﾞ
文化は人を窒息させる ジャン・デュビュッフェ／著 人文書院 704 ﾌﾞ
長谷川利行の絵 大塚　信一／著 作品社 723.1 ﾊｾ
赤羽末吉 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 726.5 ｱ
オペラがわかる101の質問 ザビーネ・ヘンツェ=デーリング／著 アルテスパブリッシング 766.1 ｵ
凛凛チャップリン 伊藤　千尋／著 新日本出版社 778.2 ﾁｬ
薬物依存症 清原　和博／著 文藝春秋 783.7 ｷﾖ
釣りの名著50冊 世良　康／著 つり人社 787.1 ﾂ
のろけんの弓道三昧 野呂　健吉／原著 柏艪舎第二編集部 789.5 ﾉﾛ
囲碁ライバル物語 内藤　由起子／著 マイナビ出版 795.0 ｲ

6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。
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　　日本文学
天皇論 富岡　幸一郎／著 文藝春秋 L ｴﾄ
霧の彼方須賀敦子 若松　英輔／著 集英社 L ｽｶﾞ
四季の創造 ハルオ・シラネ／著 KADOKAWA 910.4 ｼ
展開図 小島　なお／著 柊書房 911.1 ｺｼﾞ
あめつちのうた 朝倉　宏景／著 講談社 F ｱｻ
夢は捨てたと言わないで 安藤　祐介／著 中央公論新社 F ｱﾝ
死という最後の未来 石原　慎太郎／著 幻冬舎 F ｲｼ
全部ゆるせたらいいのに 一木　けい／著 新潮社 F ｲﾁ
囚われの山 伊東　潤／著 中央公論新社 F ｲﾄ
ボニン浄土 宇佐美　まこと／著 小学館 F ｳｻ
ピュア 小野　美由紀／著 早川書房 F ｵﾉ
漣のゆくえ 梶　よう子／著 徳間書店 F ｶｼﾞ
またね。 木内　みどり／著 岩波書店 F ｷｳ
晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井　あめ／著 講談社 F ｸｼﾞ
愚者の決断 小島　正樹／著 南雲堂 F ｺｼﾞ
家族じまい 桜木　紫乃／著 集英社 F ｻｸ
スーベニア しまお　まほ／著 文藝春秋 F ｼﾏ
人間の義務 曽野　綾子／著 新潮社 F ｿﾉ
どうぞ愛をお叫びください 武田　綾乃／著 新潮社 F ﾀｹ
奈落で踊れ 月村　了衛／著 朝日新聞出版 F ﾂｷ
サキの忘れ物 津村　記久子／著 新潮社 F ﾂﾑ
オクトローグ 酉島　伝法／著 早川書房 F ﾄﾘ
商う狼 永井　紗耶子／著 新潮社 F ﾅｶﾞ
つながりません 長岡　弘樹／著 角川春樹事務所 F ﾅｶﾞ
タイタン 野崎　まど／著 講談社 F ﾉｻﾞ
チーム・オベリベリ 乃南　アサ／著 講談社 F ﾉﾅ
ヒカリ 花村　萬月／著 光文社 F ﾊﾅ
十字街 久生　十蘭／著 小学館 F ﾋｻ
ほたる茶屋 藤原　緋沙子／著 KADOKAWA F ﾌｼﾞ
自分と他人の許し方、あるいは愛し方 三砂　ちづる／著 ミシマ社 F ﾐｻ
音速の刃 未須本　有生／著 文藝春秋 F ﾐｽ
きたきた捕物帖 宮部　みゆき／著 PHP研究所 F ﾐﾔ
黄色い夜 宮内　悠介／著 集英社 F ﾐﾔ
せきれいの詩 村木　嵐／著 幻冬舎 F ﾑﾗ
村上T 村上　春樹／著 マガジンハウス F ﾑﾗ
おいしくて泣くとき 森沢　明夫／著 角川春樹事務所 F ﾓﾘ
殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう 山崎　光夫／著 中央公論新社 F ﾔﾏ
月の客 山下　澄人／著 集英社 F ﾔﾏ
KILLTASK 行成　薫／著 KADOKAWA F ﾕｷ
憂き夜に花を 吉川　永青／著 中央公論新社 F ﾖｼ
夏の速度 四方田　犬彦／著 作品社 F ﾖﾓ
仕事本 左右社編集部／編 左右社 916 ｼｺﾞ

　　外国文学
三体 2　　上・下 劉　慈欣／著 早川書房 923.7 ﾘｳ 
わたしに無害なひと チェ　ウニョン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｪ
ギター・ブギー・シャッフル イ　ジン／著 新泉社 929.1 ｲ
小説版韓国・フェミニズム・日本 イ　ラン／著 河出書房新社 929.1 ｼｮ
わたしに無害なひと チェ　ウニョン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｪ
予告殺人 アガサ・クリスティー／著 早川書房 B 933 ｸﾘ
警視の謀略 デボラ・クロンビー／著 講談社 B 933 ｸﾛ
博士を殺した数式 ノヴァ・ジェイコブス／著 早川書房 B 933 ｼﾞｪ
影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933 ﾊﾃﾞ
果てしなき輝きの果てに リズ・ムーア／著 早川書房 933 ﾑｱ
幸福な王子 オスカー・ワイルド／作 岩波書店 B 933 ﾜｲ
ほら吹き男爵の冒険 ビュルガー／著 光文社 B 943 ﾋﾞｭ
シャルロッテ ダヴィド・フェンキノス／著 白水社 953 ﾌｪ
集結 マウリツィオ・デ・ジョバンニ／著 東京創元社 B 973 ﾃﾞｼﾞ
アコーディオン弾きの息子 ベルナルド・アチャガ／著 新潮社 993.5 ｱﾁ
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