
29 火 火曜日　休館

30 水 水曜日　休館

24 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

25 金

26 土

27 日

28 月 月曜日　休館

19 土

22 火 祝日（秋分の日）　休館 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館

20 日

21 月 祝日（敬老の日）　休館 月曜日　休館

14 月 月曜日　休館

15 火 火曜日　休館

18 金

16 水 水曜日　休館

17 木 木曜日　休館

13 日

10 木 木曜日　休館

11 金

5 土

8 火 火曜日　休館

12 土

9 水 水曜日　休館

6 日

7 月 月曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 火 火曜日　休館

4 金

2 水 水曜日　休館

3 木 木曜日　休館

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年９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◇

外国語の本を読みませんか

１．電子書籍

語学学習にぴったりな電子書籍や、英

語の朗読を聴ける電子書籍があります。

（ご利用には、ID・パスワードが必要

です。）

２．外国語の絵本

英語、ポルトガル語、スペイン語、

韓国語、中国語などの絵本があります。

外国語学習の初歩の勉強にも最適です。

３．外国語の本

英語、ポルトガル語、スペイン語、韓

国語、中国語などの本があります。

英語で本を読んでみたいけど、そのま

までは難しい…。そんな人のために、

レベルが段階的に分かれている初心者

向けシリーズを図書館でそろえていま

す。甲西図書館には、「ペンギンリー

ダーズ」が、石部図書館には、「オッ

クスフォード・ブックワームズ」があ

ります。

４．辞書

外国語を学ぶのに、必要な辞書があ

ります。

５．音楽CD

外国語の音楽CDを聴いてみませんか。

おひとり10点までお借りいただけます。

電子図書館のパスワードは

カウンターでも発行できます。

お気軽にどうぞ。

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。
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。
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移動図書館車マツゾウくん ９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 9月3日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 9月3日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 9月4日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 9月4日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 9月9日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 9月9日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 9月2日（水） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 9月10日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 9月10日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 9月11日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 9月11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） 9月11日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 9月16日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 9月16日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 9月16日（水） 午後2時45分～3時15分
柑子袋まちづくりセンター 9月17日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 9月17日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 9月17日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 9月18日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 9月26日（土） 午後0時～1時

移動図書館車「マツゾウくん」の巡回場所が増えました

★北山台自治会館 （毎月第３水曜日）

★柑子袋まちづくりセンター（毎月第３木曜日）

読みたい本が決まっている場合は、事前に甲西図書館に連絡をすれば

マツゾウくんでも借りることができます。また、図書館で借りた本を返すこ

ともできます。小学校やこども園、保育園などは一般の方の利用ができ

ないこともあります。できるだけそれ以外の巡回場所をご利用ください。

甲西図書館の駐車場は「一方通行」です。

危険ですので、逆走はお止めでください
お願い
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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
れふぁれんす百題噺 槇盛　可那子／編著 日本図書館協会 015.2 ﾚ
物語の海を泳いで 角田　光代／著 小学館 019 ﾓ
本の世界をめぐる冒険 ナカムラ　クニオ／著 NHK出版 020.4 ﾎ
働き方改革で伸びる女性つぶれる女性 東谷　由香／著 日経BP日本経済新聞出版本部 159 ﾊ
疫神病除の護符に描かれた元三大師良源 福井　智英／執筆 サンライズ出版 188.4 ﾘｮ
文字世界で読む文明論 鈴木　董／著 講談社 209 ﾓ
六国史以前 関根　淳／著 吉川弘文館 210.3 ｾ
鉄路の果てに 清水　潔／著 マガジンハウス 210.7 ｼ
ナチスに抗った障害者 岡　典子／著 明石書店 234.0 ﾅ
女子学生はどう闘ってきたのか 小林　哲夫／著 サイゾー 367.2 ｼﾞ
この世界を知るための大事な質問 野澤　亘伸／著 宝島社 367.6 ｺ
京アニ事件 津堅　信之／著 平凡社 368.6 ｷ
赤ちゃんポストの真実 森本　修代／著 小学館 369.4 ｱ

　　政治・経済
リスクの正体 神里　達博／著 岩波書店 301 ﾘ
私は真実が知りたい 赤木　雅子／著 文藝春秋 312.1 ﾜ
外交官の文章 芳賀　徹／著 筑摩書房 319.1 ｶﾞ
絶望を希望に変える経済学 アビジット・V.バナジー／著 日経BP日本経済新聞出版本部 331.0 ｾﾞ
貧乏国ニッポン 加谷　珪一／著 幻冬舎 332.1 ﾋﾞ
アフリカ経済の真実 吉田　敦／著 筑摩書房 332.4 ｱ
戦略の創造学 山脇　秀樹／著 東洋経済新報社 336.1 ｾ
なぜ支店長は飛ばされたのか 加藤　直樹／著 廣済堂出版 338.5 ﾅ
人は悪魔に熱狂する 松本　健太郎／著 毎日新聞出版 675 ﾋ
Spotify スベン・カールソン／著 ダイヤモンド社 694.5 ｽ

　　科学・医学・工学
なぜ学ぶのか 板倉　聖宣／著 仮説社 404 ﾅ
日常の不思議を物理学で知る 松原　隆彦／著 山と溪谷社 420 ﾆ
消滅絶景 ナショナルジオグラフィック／編 日経ナショナルジオグラフィック社 450.9 ｼ
植物のすさまじい生存競争 田中　修／著 SBクリエイティブ 471.3 ｼ
<正義>の生物学 山田　俊弘／著 講談社 480.7 ｾ
死を受け入れること 小堀　鷗一郎／著 祥伝社 490.1 ｼ
パンデミックブルーから心と体と暮らしを守る50の方法 古賀　良彦／著 亜紀書房 498.3 ﾊﾟ
失敗(エラー)ゼロからの脱却 芳賀　繁／著 KADOKAWA 509.8 ｴ
東京老舗の名建築 二階　さちえ／著 エクスナレッジ 523.1 ﾄ
メーター検針員テゲテゲ日記 川島　徹／著 三五館シンシャ 540.9 ﾒ
「音」の知識と技術 中山　猛／著 工学社 547.3 ｵ
生きるはたらくつくる 皆川　明／著 つるとはな 589.2 ｲ

　　芸術・スポーツ
芸術経済論 ジョン・ラスキン／著 水曜社 701.3 ｹﾞ
未来へ 岡村　幸宣／著 新宿書房 721.9 ﾏﾙ
百花妖炎 加藤　美紀／著 河出書房新社 723.1 ﾋ
Tokyo 森山　大道／著 光文社 748 ﾄ
ベートーヴェンとピアノ 小山　実稚恵／著 音楽之友社 762.3 ﾍﾞﾄ
アメリカン・セレブリティーズ 辰巳　JUNK／著 スモール出版 770.4 ｱ
拾われた男 松尾　諭／著 文藝春秋 778.2 ﾏﾂ
パラアスリートの折れないココロのつくりかた 瀬立　モニカ／著 主婦の友社 785.5 ｾﾘ
柔の道 山下　泰裕／編 講談社 789.2 ｻｲ
受け師の道 樋口　薫／著 東京新聞 796.0 ｷﾑ

9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
ぜんぶ本の話 池澤　夏樹／著 毎日新聞出版 904 ｾﾞ
心友 小川　荘六／著 作品社 L ｲﾉ
京都に女王と呼ばれた作家がいた 花房　観音／著 西日本出版社 L ﾔﾏ
平安女子は、みんな必死で恋してた イザベラ・ディオニシオ／著 淡交社 910.2 ﾍ
田辺聖子の万葉散歩 田辺　聖子／著 中央公論新社 911.12 ﾀ
波多野爽波（そうは）の百句 山口　昭男／著 ふらんす堂 911.3 ﾊﾀ
ベージュ 谷川　俊太郎／著 新潮社 911.5 ﾀﾆ
お伽草子超入門 伊藤　慎吾／編 勉誠出版 913.4 ｵ
凪に溺れる 青羽　悠／著 PHP研究所 F ｱｵ
生きる! 嵐山　光三郎／著 新講社 F ｱﾗ
あんぱん ジャムパン クリームパン 青山　ゆみこ／著 亜紀書房 F ｱﾝ
Sが泣いた日 伊兼　源太郎／著 講談社 F ｲｶﾞ
赤い砂を蹴る 石原　燃／著 文藝春秋 F ｲｼ
断罪 石川　智健／著 光文社 F ｲｼ
そこにはいない男たちについて 井上　荒野／著 角川春樹事務所 F ｲﾉ
コロナ黙示録 海堂　尊／著 宝島社 F ｶｲ
二重拘束のアリア 川瀬　七緒／著 小学館 F ｶﾜ
図書館の子 佐々木　譲／著 光文社 F ｻｻ
臆病な都市 砂川　文次／著 講談社 F ｽﾅ
88歳の自由 曽野　綾子／著 興陽館 F ｿﾉ
首里の馬 高山　羽根子／著 新潮社 F ﾀｶ
私が愛したトマト 高樹　のぶ子／著 潮出版社 F ﾀｶ
わかりやすさの罪 武田　砂鉄／著 朝日新聞出版 F ﾀｹ
みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 坪内　祐三／著 幻戯書房 F ﾂﾎﾞ
破局 遠野　遙／著 河出書房新社 F ﾄｵ
ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 乗代　雄介／著 国書刊行会 F ﾉﾘ
日本人として国際人として 長谷川　智恵子／著 PHPエディターズ・グループ F ﾊｾ
みの日記 服部　みれい／著 扶桑社 F ﾊｯ
跳べ、暁! 藤岡　陽子／著 ポプラ社 F ﾌｼﾞ
捨て猫のプリンアラモード 麻宮　ゆり子／著 角川春樹事務所 F ﾏﾐ
ミライヲウム 水沢　秋生／著 小学館 F ﾐｽﾞ
そこに無い家に呼ばれる 三津田　信三／著 中央公論新社 F ﾐﾂ
ブラックウェルに憧れて 南　杏子／著 光文社 F ﾐﾅ
一人称単数 村上　春樹／著 文藝春秋 F ﾑﾗ
哄(わら)う北斎 望月　諒子／著 光文社 F ﾓﾁ
四畳半タイムマシンブルース 上田　誠／原案 KADOKAWA F ﾓﾘ
米寿を過ぎて長い旅 山折　哲雄／著 海風社 F ﾔﾏ
俺の残機を投下します 山田　悠介／著 河出書房新社 F ﾔﾏ
異聞風土記 尹　雄大／著 晶文社 F ﾕﾝ
星月夜 李　琴峰／著 集英社 F ﾘ
特攻最後の証言 岩井　忠正／著 ザ・ブック 916 ｲﾜ
その犬の名を誰も知らない 嘉悦　洋／著 小学館集英社プロダクション 916 ｶｴ

　　外国文学
私の頭の中まで入ってきた泥棒 呉　圭原／著 クオン 929.1 ｵ
黒山 金　薫／著 クオン 929.1 ｷﾑ
夜は歌う キム　ヨンス／著 新泉社 929.1 ｷﾑ
屋上で会いましょう チョン　セラン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｮ
死にたいけどトッポッキは食べたい ペク　セヒ／著 光文社 929.1 ﾍﾟｸ
吠える アレン・ギンズバーグ／著 スイッチ・パブリッシング 931 ｷﾞﾝ
逆まわりの世界 フィリップ・K.ディック／著 早川書房 B 933 ﾃﾞｨ
おれの眼を撃った男は死んだ シャネル・ベンツ／著 東京創元社 933 ﾍﾞﾝ
ホーム・ラン スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ
理由のない場所 イーユン・リー／著 河出書房新社 933 ﾘ
パトリックと本を読む ミシェル・クオ／著 白水社 936 ｸｵ
メイドの手帖 ステファニー・ランド／著 双葉社 936 ﾗﾝ
その日の予定 エリック・ヴュイヤール／著 岩波書店 953 ｳﾞｭ
彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953 ｺﾛ
ドイツ人の村 ブアレム・サンサール／著 水声社 953 ｻﾝ
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