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「図書館だより」 2020年10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◇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。

古くなった図書館資料のうち、再利用が可能

な本と雑誌を、市民の皆さんに無料でお譲り

します。児童書はありません。

【日時】 11月５日（木）～15日（日）

①10時15分～10時45分

②11時00分～11時30分

③11時45分～12時15分

④13時00分～13時30分

⑤13時45分～14時15分

⑥14時30分～15時00分

⑦15時15分～15時45分

⑧16時00分～16時30分

⑨16時45分～17時15分

⑩17時30分～18時00分

【場所】 甲西図書館 ２階

【定員】 各回 30人

【申込方法】10月15日（木）午前10時か

ら、電話および両図書館カウンターで予約を

受け付けます。（休館日にご注意ください）

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

リサイクル（要申込） 甲西

おはなし会（要申込） 甲西

おはなしの森（乳幼児と保護者向け）
図書館員による、おひざにだっこのおはなし会。

【日時】10月2３日（金）

午前10時30分から（15分程度）

【場所】甲西図書館 ２階

【定員】3組

【申込方法】10月1６日（金）午前10時か

ら、甲西図書館の電話および甲西図書館のカ

ウンターで予約を受け付けます。（事前受付

制です。）
・読み手はマスクなどを着用します。

・会場は、入口、窓を開けて換気します。

・体調の悪い方のご参加はお断りすることがあります。

・マスク着用にご協力をお願いします。
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移動図書館車マツゾウくん 10月の巡回予定

甲西絵画サークル第30回記念作品展
【期間】10月30日（金）～11月15日（日）

【場所】甲西図書館 １階

湖南市文化協会甲西絵画サークルの30回目の記

念展です。油絵と市内を描いたスケッチ画をそ

れぞれ約15点展示します。今回は図書館の本棚

の中での作品展示となります。

展示 甲西

※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）。

本が最後まで読めなかった！そんなときは・・・

おうちから、スマートフォンやパソコンで簡単に貸出延長の手続きができます。
（図書館ホームページ→利用照会→貸出状況 詳細→右端の貸出延長ボタンをクリックしてください。）

※返却期限がすぎた資料や、次に予約がある資料は延長ができません。

・マスク着用にご協力をお願いします。

阿星あかつき保育園 10月1日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 10月1日（木） 午後2時15分～2時45分
岩根東農業集落センター 10月2日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 10月7日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 10月7日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 10月8日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 10月8日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 10月8日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 10月9日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 10月9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） 10月9日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 10月14日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 10月14日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 10月14日（水） 午後2時45分～3時15分
柑子袋まちづくりセンター 10月15日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 10月15日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 10月15日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 10月16日（金） 午後2時30分～3時
平松こども園 10月23日（金） 午後1時30分～2時
石部南まちづくりセンター 10月31日（土） 午後0時～1時

○湖南市工業会

〇湖南市商工会女性部

○株式会社小西自動車

○トヨタ紡織滋賀株式会社

○美松電気株式会社

〇他２人 （敬称略、50音順）

雑誌スポンサーのみなさま

ご支援ありがとうございます
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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
LIFE3.0 マックス・テグマーク／著 紀伊國屋書店 007.1 ﾗ
全体主義の克服 マルクス・ガブリエル／著 集英社 104 ｾﾞ
なぜ「やる気」は長続きしないのか デイヴィッド・デステノ／著 白揚社 141.6 ﾅ
あえて数字からおりる働き方 尾原　和啓／著 SBクリエイティブ 159 ｵ
お遍路ズッコケ一人旅 波　環／著 青弓社 186.9 ｵ
景観からよむ日本の歴史 金田　章裕／著 岩波書店 210.1 ｹ
清須会議 渡邊　大門／著 朝日新聞出版 210.4 ﾜ
少女たちがみつめた長崎 渡辺　考／著 書肆侃侃房 210.7 ｼ
「中国」の形成 岡本　隆司／著 岩波書店 222.0 ｵ
シャツとダンス 玉置　美智子／著 文藝春秋 289.1 ｻﾀﾞ
歪んだ正義 大治　朋子／著 毎日新聞出版 361.4 ﾕ
「母と息子」の日本論 品田　知美／著 亜紀書房 367.3 ﾊ
わたしの身体はままならない 石田　祐貴／ほか著 河出書房新社 369.2 ﾜ

　　政治・経済
コロナ後の世界 ジャレド・ダイアモンド／ほか著 文藝春秋 304 ｺ
言論の不自由 香港、そしてグローバル民主主義にいま何が起こっているのか ジョシュア・ウォン／著 河出書房新社 312.2 ｹﾞ
ヤバい選挙 宮澤　暁／著 新潮社 314.8 ﾔ
官僚の本分 柳澤　協二／著 かもがわ出版 317 ｶ
NEO ECONOMY 日本経済新聞社／編 日経BP日本経済新聞出版本部 330.4 ﾈ
平成の経済政策はどう決められたか 土居　丈朗／編著 中央公論新社 332.1 ﾍ
テレワークでも成果を上げる仕事術 安留　義孝／著 マイナビ出版 336.4 ﾃ
SDGs投資 渋澤　健／著 朝日新聞出版 338.1 ｴ
仕事に「好き」を、混ぜていく。 電通Bチーム／著 翔泳社 674.4 ｼ
THIS IS MARKETING セス・ゴーディン／著 あさ出版 675 ﾃﾞ

　　科学・医学・工学
さらば、神よ リチャード・ドーキンス／著 早川書房 404 ｻ
眠れぬ夜の確率論 原　啓介／著 日本評論社 417.1 ﾈ
もがいて、もがいて、古生物学者!! 木村　由莉／著 ブックマン社 457 ﾓ
生き物が大人になるまで 稲垣　栄洋／著 大和書房 461.0 ｲ
人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一／著 家の光協会 489.9 ｼﾞ
大学生活、大丈夫? 梶谷　康介／著 九州大学出版会 493.7 ﾀﾞ
体が整う水曜日の漢方 工藤　孝文／著 大和書房 498.5 ｶ
モノが壊れないしくみ 水野　操／著 ジャムハウス 501.3 ﾓ
サーキュラー・エコノミー 中石　和良／著 ポプラ社 519.1 ｻ
電車を運転する技術 西上　いつき／著 SBクリエイティブ 536.1 ﾃﾞ
「普通」の人のためのSNSの教科書 徳力　基彦／著 朝日新聞出版 547.4 ﾌ
フードテック革命 田中　宏隆／著 日経BP 588.0 ﾌ

　　芸術・スポーツ
芸術祭の危機管理 吉田　隆之／著 水曜社 709.1 ｹﾞ
ニッポン脱力神さま図鑑 宮田　珠己／著 廣済堂出版 718 ﾆ
蜜蠟画の楽しみ 田鎖　幹夫／著 ギャラリーステーション 723.1 ﾐ
東京、コロナ禍。 初沢　亜利／写真 柏書房 748 ﾄ
いま家で音楽を聴くこと Pヴァイン 760.4 ｲ
孫基禎（そんぎじょん） 金　誠／著 中央公論新社 782.3 ｿﾝ
女の答えはピッチにある キム　ホンビ／著 白水社 783.4 ｵ
世紀の落球 澤宮　優／著 中央公論新社 783.7 ｻ
ただ波に乗る 水野　英莉／著 晃洋書房 785.3 ﾀ
一八〇秒の熱量 山本　草介／著 双葉社 788.3 ﾖﾈ

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。

- 3 -



　　日本文学
いまこそ「小松左京」を読み直す 宮崎　哲弥／著 NHK出版 L ｺﾏ
森鷗外 小塩　節／著 青娥書房 L ﾓﾘ
十七音の可能性 岸本　尚毅／著 KADOKAWA 911.3 ｷｼ
早寝早起き 坪内　稔典／著 創風社出版 911.3 ﾂﾎﾞ
夏の雲は忘れない 夏の会／編 大月書店 911.5 ﾅﾂ
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳　碧人／著 双葉社 F ｱｵ
白蟻女（しろありおんな） 赤松　利市／著 光文社 F ｱｶ
ハリネズミは月を見上げる あさの　あつこ／著 新潮社 F ｱｻ
類 朝井　まかて／著 集英社 F ｱｻ
空想クラブ 逸木　裕／著 KADOKAWA F ｲﾂ
猿神（さるがみ） 太田　忠司／著 幻冬舎 F ｵｵ
死神の棋譜 奥泉　光／著 新潮社 F ｵｸ
極刑 小倉　日向／著 双葉社 F ｵｸﾞ
タクジョ! 小野寺　史宜／著 実業之日本社 F ｵﾉ
スキマワラシ 恩田　陸／著 集英社 F ｵﾝ
へんぶつ侍、江戸を走る 亀泉　きょう／著 小学館 F ｶﾒ
雪月花 北村　薫／著 新潮社 F ｷﾀ
今昔百鬼拾遺（こんじゃくひゃっきしゅうい）-月 京極　夏彦／著 講談社 F ｷｮ
かきがら 小池　昌代／著 幻戯書房 F ｺｲ
インビジブル 坂上　泉／著 文藝春秋 F ｻｶ
降るがいい 佐々木　譲／著 河出書房新社 F ｻｻ
蒼天の王土（おうど） 篠原　悠希／著 KADOKAWA F ｼﾉ
寂聴先生、コロナ時代の「私たちの生き方」教えてください! 瀬戸内　寂聴／著 光文社 F ｾﾄ
なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 辻　仁成／著 あさ出版 F ﾂｼﾞ
テロリストの家 中山　七里／著 双葉社 F ﾅｶ
令夢（れむ）の世界はスリップする はやみね　かおる／著 講談社 F ﾊﾔ
口福のレシピ 原田　ひ香／著 小学館 F ﾊﾗ
隣人X パリュスあや子／著 講談社 F ﾊﾟﾘ
もう、聞こえない 誉田　哲也／著 幻冬舎 F ﾎﾝ
愛しのシャロン 前川　裕／著 新潮社 F ﾏｴ
CAボーイ 宮木　あや子／著 KADOKAWA F ﾐﾔ
灯台からの響き 宮本　輝／著 集英社 F ﾐﾔ
奇妙な星のおかしな街で 吉田　篤弘／著 春陽堂書店 F ﾖｼ
ぴりりと可楽! 吉森　大祐／著 講談社 F ﾖｼ
海蝶（かいちょう） 吉川　英梨／著 講談社 F ﾖｼ
弱さのちから 若松　英輔／著 亜紀書房 F ﾜｶ
悪い姉 渡辺　優／著 集英社 F ﾜﾀ
酒場詩人の美学 吉田　類／著 中央公論新社 915.6 ﾖｼ
ハイパーハードボイルドグルメリポート 上出　遼平／著 朝日新聞出版 916 ｶﾐ
コロナ禍日記 植本　一子／著 タバブックス 916 ｺﾛ
がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方 関本　剛／著 宝島社 916 ｾ
特攻と日本軍兵士 広岩　近広／著 毎日新聞出版 916 ﾄｯ
兄の終い 村井　理子／著 CCCメディアハウス 916 ﾑﾗ

　　外国文学
無情(ムジョン) 李　光洙／著 平凡社 929.1 ｲ
自分にかけたい言葉 チョン　スンファン／著 講談社 929.1 ﾁｮ
ジョージ・オーウェル 川端　康雄／著 岩波書店 930.2 ｵｳ
汚名　上・下 マイクル・コナリー／著 講談社 B 933 ｺﾅ 
葬られた勲章　上・下 リー・チャイルド／著 講談社 B 933 ﾁｬ 
賢者たちの街 エイモア・トールズ／著 早川書房 933 ﾄﾙ
ラスト・ストーリーズ ウィリアム・トレヴァー／著 国書刊行会 933 ﾄﾚ
神と罌粟（けし） ティム・ベイカー／著 早川書房 B 933 ﾍﾞｲ
ウィトゲンシュタインの愛人 デイヴィッド・マークソン／著 国書刊行会 933 ﾏｸ
パチンコ　上・下 ミン・ジン・リー／著 文藝春秋 933 ﾘ 
スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933 ﾙｶ
現想と幻実 アーシュラ・K.ル=グウィン／著 青土社 933 ﾙｸﾞ
喪われた少女 ラグナル・ヨナソン／著 小学館 B 949.5 ﾗｸﾞ

ランボー詩集 ランボー／著 岩波書店 B 951 ﾗﾝ
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