
29 日

月曜日　休館

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

27 金 おはなしの森（要申込）

28 土

30 月

19 木 木曜日　休館

22 日

23 月 祝日(勤労感謝の日)　休館 月曜日　休館

20 金

21 土

14 土 リサイクル（要申込）

15 日 リサイクル（要申込）

18 水 水曜日　休館

16 月 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

13 金 図書館協議会 リサイクル（要申込）

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館 リサイクル（要申込）

5 木 木曜日　休館 リサイクル（要申込）

8 日 リサイクル（要申込）

12 木 木曜日　休館 リサイクル（要申込）

9 月 月曜日　休館

6 金 リサイクル（要申込）

7 土 リサイクル（要申込）

石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 祝日(文化の日)　休館 火曜日　休館

「図書館だより」 2020年11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】電話および両図書館カウンター

で予約の受付をしています。すでに定員に

なっている回もあります。定員に満たない場

合は、当日受付をします。

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。

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、おはなし会。

【日時】1１月2７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】1１月２０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

ウンターにて。（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。- 1 -
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移動図書館車マツゾウくん 11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）。

『今週はどんな新しい本が図書館に入ったのかな？』そう思ったら・・・

おうちから、スマートフォンやパソコンで検索することができます。
（図書館ホームページ→新着案内→探したい分類をクリック。約２週間分の

新着本を見ることができます。貸出中の場合はネット予約もできます。）

甲西図書館屋上外壁改修工事
を実施します。

期間：令和３年３月末まで（予定）

・大きな音や振動などがする場合が

あります。

・駐車場が一部を除き使用できなく

なります。森北公園駐車場をご利用

ください。

・臨時休館する場合があります。決

まりましたら図書館ホームページや

図書館だよりなどでお知らせします。

第１回湖南市「図書館を使った調べる学習コンクール」

を実施しました。市内小学校から２８作品の応募があり、

厳正な審査の結果、下記のとおり受賞者が決定しました。

〇教育長賞（最優秀賞）

岩根小学校 ３年 井手双葉さん

〇優秀賞 石部南小学校 ３年 白井花梨さん

〇優秀賞 下田小学校 ４年 髙田悠貴さん

図書館を使った調べる学習コンクール

受賞者決定！

阿星あかつき保育園 11月5日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 11月5日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 11月6日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 11月6日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 11月11日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 11月11日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 11月12日（木） 午後0時55分～午後1時20分
下田まちづくりセンター 11月12日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 11月12日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 11月13日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 11月13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） 11月13日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 11月18日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 11月18日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 11月18日（水） 午後2時45分～3時15分
柑子袋まちづくりセンター 11月19日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 11月19日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 11月19日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 11月20日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 11月28日（土） 正午～1時
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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
戦国の図書館 新藤　透／著 東京堂出版 010.2 ｾ
ミュージアムを知ろう 横山　佐紀／著 ぺりかん社 069 ﾖ
天才富永仲基（とみながなかもと） 釈　徹宗／著 新潮社 121.5 ﾄﾐ
生きる勇気 アルフレッド・アドラー／著 興陽館 140 ｲ
「これからの世界」を生きる君に伝えたいこと ウスビ・サコ／著 大和書房 159.7 ｺ
地形と日本人 金田　章裕／著 日経BP日本経済新聞出版本部 210.0 ﾁ
明治維新の意味 北岡　伸一／著 新潮社 210.6 ﾒ
グローバル時代のアメリカ 古矢　旬／著 岩波書店 253.0 ﾌ
少女のための海外の話 三砂　ちづる／著 ミツイパブリッシング 290.9 ｼ
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 森山　至貴／著 WAVE出版 361.4 ｱ
男性の育休 小室　淑恵／著 PHP研究所 366.3 ﾀﾞ
韓国の若者 安　宿緑／著 中央公論新社 367.6 ｶ
ルポ車上生活 NHKスペシャル取材班／著 宝島社 368.2 ﾙ

　　政治・経済
恥ずかしい人たち 中川　淳一郎／著 新潮社 304 ﾅ
アフター・リベラル 吉田　徹／著 講談社 311.1 ｱ
マインドハッキング クリストファー・ワイリー／著 新潮社 314.8 ﾏ
官製ワーキングプアの女性たち 竹信　三恵子／編 岩波書店 318.3 ｶ
直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍 伊丹　敬之／著 東洋経済新報社 335.0 ﾁ
カルチャーモデル 唐澤　俊輔／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 336.3 ｶ
コミュ力なんていらない 石倉　秀明／著 マガジンハウス 336.4 ｺ
証券会社がなくなる日 浪川　攻／著 講談社 338.1 ｼ
ニトリの働き方 似鳥　昭雄／著 大和書房 673.7 ﾆ
不動産で知る日本のこれから 牧野　知弘／著 祥伝社 673.9 ﾌ

　　科学・医学・工学
ぶっ飛び!科学教室 ヘレン・アーニー／著 化学同人 404 ｱ
工学博士が教える高校数学の「使い方」教室 木野　仁／著 ダイヤモンド社 410 ｺ
こどもの目をおとなの目に重ねて 中村　桂子／著 青土社 460.4 ｺ
プランクトンは海の語り部 松野　孝平／著 海文堂出版 468.6 ﾌﾟ
イヌは何を考えているか グレゴリー・バーンズ／著 化学同人 481.7 ｲ
肺炎を正しく恐れる 大谷　義夫／著 日経BP日本経済新聞出版本部 493.3 ﾊ
感染症の日本史 磯田　道史／著 文藝春秋 493.8 ｶ
武漢日記 方方／著 河出書房新社 498.6 ﾌﾞ
やっぱり、このゴミは収集できません 滝沢　秀一／著 白夜書房 518.5 ﾔ
仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼　秀徳／著 朝日新聞出版 535.0 ﾌﾞ
老舗弦楽器専門店の工房から 堀　酉基／著 せきれい社 582.7 ｼ
Hello!!Work 皆川　明／語り手 リトルモア 589.2 ﾊ

　　芸術・スポーツ
アール・ブリュット湧き上がる衝動の芸術 小林　瑞恵／編著 大和書房 708 ｱ
ホビット アラン・リー／著 原書房 726.5 ﾎ
中国革命と写真 岡井　耀毅／著 彩流社 740.2 ﾁ
テノウチ、ムネノウチ 川崎　晶平／著 双葉社 756.6 ｶﾜ
深夜ポンコツ 鈴木　圭介／著 左右社 767.8 ｽｽﾞ
なんてことないよ。 内海　桂子／著 自由国民社 779.1 ｳﾂ
サラリーマン球団社長 清武　英利／著 文藝春秋 783.7 ｻ
それでも、僕は泳ぎ続ける。 入江　陵介／著 KADOKAWA 785.2 ｲﾘ
井山裕太の碁 AI時代の新しい定石 内藤　由起子／著 池田書店 795 ﾅ
将棋「初段になれるかな」大会議 高野　秀行／著 扶桑社 796 ｼ

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
恋する人生 下重　暁子／著 学研プラス 910.2 ｼ
シークレット 綾辻　行人／著 光文社 910.2 ｼ
古井由吉論 富岡　幸一郎／著 アーツアンドクラフツ L ﾌﾙ
未来のサイズ 俵　万智／著 角川文化振興財団 911.1 ﾀﾜ
俳句いまむかし 坪内　稔典／著 毎日新聞出版 911.30 ﾂ
どこにでもあるケーキ 三角　みづ紀／著 ナナロク社 911.5 ﾐｽ
汚れた手をそこで拭かない 芦沢　央／著 文藝春秋 F ｱｼ
向日葵を手折る 彩坂　美月／著 実業之日本社 F ｱﾔ
象牛（ぞううし） 石井　遊佳／著 新潮社 F ｲｼ
かならず先に好きになるどうぶつ。 糸井　重里／著 ほぼ日 F ｲﾄ
推し、燃ゆ 宇佐見　りん／著 河出書房新社 F ｳｻ
鏡影劇場（きょうえいげきじょう） 逢坂　剛／著 新潮社 F ｵｳ
三度目の恋 川上　弘美／著 中央公論新社 F ｶﾜ
我々は、みな孤独である 貴志　祐介／著 角川春樹事務所 F ｷｼ
私の中にいる 黒澤　いづみ／著 講談社 F ｸﾛ
イノセンス 小林　由香／著 KADOKAWA F ｺﾊﾞ
わたしが消える 佐野　広実／著 講談社 F ｻﾉ
私が結婚をしない本当の理由 志駕　晃／著 中央公論新社 F ｼｶﾞ
同姓同名 下村　敦史／著 幻冬舎 F ｼﾓ
OKI 杉山　隆男／著 扶桑社 F ｽｷﾞ
あなたのご希望の条件は 瀧羽　麻子／著 祥伝社 F ﾀｷ
震雷（しんらい）の人 千葉　ともこ／著 文藝春秋 F ﾁﾊﾞ
真夜中のたずねびと 恒川　光太郎／著 新潮社 F ﾂﾈ
働く女子に明日は来る! 中澤　日菜子／著 小学館 F ﾅｶ
ニキ 夏木　志朋／著 ポプラ社 F ﾅﾂ
沖晴（おきはる）くんの涙を殺して 額賀　澪／著 双葉社 F ﾇｶ
女ともだち 早川　義夫／著 筑摩書房 F ﾊﾔ
数学者の夏 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ
売国のテロル 穂波　了／著 早川書房 F ﾎﾅ
私が私らしく生きる美学 松田　未来／著 双葉社 F ﾏﾂ
雑貨の終わり 三品　輝起／著 新潮社 F ﾐｼ
村井さんちの生活 村井　理子／著 新潮社 F ﾑﾗ
自転しながら公転する 山本　文緒／著 新潮社 F ﾔﾏ
夜に駆ける 星野　舞夜／著 双葉社 F ﾖﾙ
本とあるく旅 森　まゆみ／著 産業編集センター 915.6 ﾓﾘ
母を捨てるということ おおたわ　史絵／著 朝日新聞出版 916 ｵｵ
心をたもつヒント 共同通信社／編著 共同通信社 916 ｺｺ
お父さんは認知症 田中　亜紀子／著 中央公論新社 916 ﾀﾅ
サバイバル家族 服部　文祥／著 中央公論新社 916 ﾊｯ
オタク女子が、4人で暮らしてみたら。 藤谷　千明／著 幻冬舎 916 ﾌ
バブル 山口　ミルコ／著 光文社 916 ﾔﾏ

　　外国文学
優しい暴力の時代 チョン　イヒョン／著 河出書房新社 929.1 ﾁｮ
彼女の名前は チョ　ナムジュ／著 筑摩書房 929.1 ﾁｮ
ディディの傘 ファン　ジョンウン／著 亜紀書房 929.1 ﾌｧ
空のあらゆる鳥を チャーリー・ジェーン・アンダーズ／著 東京創元社 933 ｱﾝ
アウグストゥス ジョン・ウィリアムズ／著 作品社 933 ｳｨ
ストーンサークルの殺人 M.W.クレイヴン／著 早川書房 B 933 ｸﾚ
サブリナとコリーナ カリ・ファハルド=アンスタイン／著 新潮社 933 ﾌｧ
その裁きは死 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京創元社 B 933 ﾎﾛ
心は孤独な狩人 カーソン・マッカラーズ／著 新潮社 933 ﾏｯ
アラバスターの手 A.N.L.マンビー／著 国書刊行会 933 ﾏﾝ
赤死病 ジャック・ロンドン／著 白水社 933 ﾛﾝ
娘を呑んだ道 スティーナ・ジャクソン／著 小学館 B 949.8 ｼﾞｬ

アルベール・カミュ ペスト 中条　省平／著 NHK出版 950.2 ｶﾐ
ブラック・ハンター ジャン=クリストフ・グランジェ／著 早川書房 953 ｸﾞﾗ
作家の秘められた人生 ギヨーム・ミュッソ／著 集英社 B 953 ﾐｭ
ロルカ詩集 フェデリコ・ガルシア・ロルカ／著 土曜社 961 ｶﾞﾙ
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