
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

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

13 日

10 木 木曜日　休館

11 金

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

19 土

22 火 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館

20 日

21 月 月曜日　休館

24 木 木曜日　休館

25 金 おはなしの森

26 土

27 日

28 月 月曜日　休館

29 火 年末・年始休館 年末・年始休館

30 水 年末・年始休館 年末・年始休館

31 木 年末・年始休館 年末・年始休館

HP 電子図書館

「図書館だより」 2020年 12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。
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。

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、おはなし会です。

【日時】12月25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】12月18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）
・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。

・新型コロナウィルス感染症の発生状況により、中止とな

る場合があります。

新しいCDブックが

増えました
甲西

★『鉄道員』（浅田次郎）

★『いつか陽のあたる場所で』

（乃南アサ）

★『損料屋喜八郎始末控え』

（山本一力）など

石部図書館や移動図書館車マツゾウくんにお

取り寄せをすることもできます。

石部図書館：12月29日（火）から１月４日（月）まで休館

甲西図書館：12月28日（月）から１月５日（火）まで休館

※休館中の本の返却はブックポストへお願いします。

（ＣＤや大型絵本など壊れやすいものや湖南市立図書館以外の本はご遠慮ください。）

年末年始のお知らせ
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移動図書館車マツゾウくん 12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 12月3日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 12月3日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 12月4日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 12月4日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 12月9日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 12月9日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 12月10日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 12月10日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 12月10日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 12月11日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 12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） 12月11日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 12月12日（土） 正午～1時
認定こども園水戸幼稚園 12月16日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 12月16日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 12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 12月17日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 12月17日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 12月17日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 12月18日（金） 午後2時30分～3時

甲西図書館屋上外壁改修工事 を実施しています。

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ません。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。

『どんな雑誌が図書館にあるのかな？』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→「雑誌タイトル一覧」

★雑誌のジャンルから調べたい時は、

図書館ホームページ→「雑誌タイトル一覧」→「雑誌のジャンルから探す」

★最新号と、貸出中の場合はネット予約もできます。）

電子図書館とホームページ共通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。
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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
未来からの問い 「未来からの問い」検討委員会／編 日経印刷 002 ﾐ
ほんのよもやま話 瀧井　朝世／編 文藝春秋 019 ﾎ
命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン／著 創元社 070.1 ｲ
自分勝手で生きなさい 下重　暁子／著 マガジンハウス 159 ｼﾞ
道教思想10講 神塚　淑子／著 岩波書店 166 ﾄﾞ
ぼくは縄文大工 雨宮　国広／著 平凡社 210.2 ｱ
ドイツ統一 アンドレアス・レダー／著 岩波書店 234.0 ﾄﾞ
王女物語 マリオン・クローフォード／著 みすず書房 288.4 ｴﾘ
Auオードリー・タン アイリス・チュウ／共著 文藝春秋 289.2 ｵﾄﾞ
アンダークラス2030 橋本　健二／著 毎日新聞出版 361.8 ｱ
イエスの意味はイエス、それから… カロリン・エムケ／著 みすず書房 367.2 ｲ
マララが見た世界 マララ・ユスフザイ／著 潮出版社 369.3 ﾕ
移民大国アメリカの言語サービス 角　知行／著 明石書店 802 ｲ

　　政治・経済
2020-2030アメリカ大分断 ジョージ・フリードマン／著 早川書房 302.5 ﾆ
政治家の覚悟 菅　義偉／著 文藝春秋 310.4 ｾ
新危機の20年 下斗米　伸夫／著 朝日新聞出版 312.3 ｼ
世界の「住所」の物語 ディアドラ・マスク／著 原書房 318.9 ｾ
あの日、ジュバは戦場だった 小山　修一／著 文藝春秋 329.5 ｱ
エクストリーム・エコノミー リチャード・デイヴィス／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 332 ｴ
マネジメントの文明史 武藤　泰明／著 日経BP日本経済新聞出版本部 335.2 ﾏ
職場の科学 沢渡　あまね／著 文藝春秋 336 ｼ
近江商人の理念 小倉　榮一郎／著 サンライズ出版 672.1 ｵ
官邸vs携帯大手 堀越　功／著 日経BP 694.6 ｶ

　　科学・医学・工学
「役に立たない」科学が役に立つ エイブラハム・フレクスナー／著 東京大学出版会 404 ﾔ
生と死を分ける数学 キット・イェーツ／著 草思社 410 ｾ
化学の目で見る気体 齋藤　勝裕／著 技術評論社 431 ｶ
細胞とはなんだろう 武村　政春／著 講談社 463 ｻ
快楽としての動物保護 信岡　朝子／著 講談社 480.7 ｶ
脳はすこぶる快楽主義 池谷　裕二／著 朝日新聞出版 491.3 ﾉ
若さは心臓から築く 天野　篤／著 講談社ビーシー 493.2 ﾜ
「色のふしぎ」と不思議な社会 川端　裕人／著 筑摩書房 496.4 ｲ
ダイヤモンド・プリンセス号に隔離された30日間の記録 矢口　椛子／著 合同出版 498.6 ﾀﾞ
地下世界をめぐる冒険 ウィル・ハント／著 亜紀書房 510 ﾁ
木のストロー 西口　彩乃／著 扶桑社 519.1 ｷ
1キロ100万円の塩をつくる 川内　イオ／著 ポプラ社 588.0 ｲ

　　芸術・スポーツ
横尾忠則創作の秘宝日記 横尾　忠則／著 文藝春秋 723.1 ﾖｺ
マンガ! ニコル・クーリッジ・ルーマニエール／編 三省堂 726.1 ﾏ
浅田撮影局 浅田　政志／著 青幻舎 748 ｱ
音楽の危機 岡田　暁生／著 中央公論新社 760.4 ｵ
旅ごころはリュートに乗って 星野　博美／著 平凡社 762.0 ﾀ
何はなくとも三木のり平 小林　のり一／著 青土社 772.1 ﾐｷ
羽田さんに聞いてみた、小さな幸せの見つけ方 羽田　美智子／著 宝島社 778.8 ﾊﾀﾞ
再起は何度でもできる 中山　雅史／著 PHP研究所 783.4 ﾅｶ
山へようこそ 石丸　謙二郎／著 中央公論新社 786.1 ｲ
eスポーツビジネス 中野　龍三／著 秀和システム 798 ｲ

10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
文学について ウンベルト・エーコ／著 岩波書店 904 ﾌﾞ
有島武郎 荒木　優太／著 岩波書店 L ｱﾘ
苦海・浄土・日本 田中　優子／著 集英社 L ｲｼ
彼女たちの三島由紀夫 中央公論新社／編 中央公論新社 L ﾐｼ
一篇の詩に出会った話 Pippo／編 かもがわ出版 911.0 ｲ
未来のサイズ 俵　万智／著 角川文化振興財団 911.1 ﾀ
梟（ふくろう） 夏井　いつき／著 朝日出版社 911.3 ﾅﾂ
作詩の技法 なかにし　礼／著 河出書房新社 911.6 ｻ
阿佐ケ谷アタリデ大ザケノンダ 青柳　いづみこ／著 平凡社 F ｱｵ
文学は実学である 荒川　洋治／著 みすず書房 F ｱﾗ
壺の中にはなにもない 戌井　昭人／著 NHK出版 F ｲﾇ
八月の銀の雪 伊与原　新／著 新潮社 F ｲﾖ
首イラズ 岡田　秀文／著 光文社 F ｵｶ
白野真澄はしょうがない 奥田　亜希子／著 東京創元社 F ｵｸ
鳩護(はともり) 河崎　秋子／著 徳間書店 F ｶﾜ
ニッポンチ! 河治　和香／著 小学館 F ｶﾜ
家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田　奈美／著 小学館 F ｷｼ
カラ売り屋、日本上陸 黒木　亮／著 KADOKAWA F ｸﾛ
泣き娘 小島　環／著 集英社 F ｺｼﾞ
伊達女 佐藤　巖太郎／著 PHP研究所 F ｻﾄ
サード・キッチン 白尾　悠／著 河出書房新社 F ｼﾗ
五色の殺人者 千田　理緒／著 東京創元社 F ｾﾝ
ミンネのかけら 冨原　眞弓／著 岩波書店 F ﾄﾐ
滅びの前のシャングリラ 凪良　ゆう／著 中央公論新社 F ﾅｷﾞ
私を愛して下さい 西村　京太郎／著 集英社 F ﾆｼ
焼餃子 蜂須賀　敬明／著 双葉社 F ﾊﾁ
だまされ屋さん 星野　智幸／著 中央公論新社 F ﾎｼ
霊能者たち 嶺里　俊介／著 光文社 F ﾐﾈ
真夜中のカーボーイ 山田　五郎／著 幻冬舎 F ﾔﾏ
われ清盛にあらず 若木　未生／著 祥伝社 F ﾜｶ
新訳和泉式部日記 和泉式部／著 花鳥社 915.3 ｼ
私とあなたのあいだ 温　又柔／著 明石書店 915.6 ｵﾝ
わたしのもう一つの国 角野　栄子／著 ポプラ社 915.6 ｶﾄﾞ
玉電（たまでん）松原物語 坪内　祐三／著 新潮社 915.6 ﾂﾎﾞ
わたしのおうち 伊藤　暢彦／著 新日本出版社 916 ｲﾄ
現代日本を読む 武田　徹／著 中央公論新社 916 ﾀｹ
毒親と絶縁する 古谷　経衡／著 集英社 916 ﾌﾙ
近江が生んだ漢詩人小野湖山（おのこざん） 伊藤　眞雄／著 長浜市五先賢の館 919.6 ｵﾉ

　　外国文学
知られざる台湾語文学の足跡 廖　瑞銘／著 国書刊行会 920.2 ﾘｬ
次の夜明けに 徐　嘉澤／著 書肆侃侃房 923.7 ｼﾞｮ
網内人（もうないじん） 陳　浩基／著 文藝春秋 923.7 ﾁﾝ
うわさの壁 李　清俊／著 クオン 929.1 ｲ
ぼくは幽霊作家です キム　ヨンス／著 新泉社 929.1 ｷﾑ
暴君 スティーブン・グリーンブラット／著 岩波書店 932 ｼｪ
誓願 マーガレット・アトウッド／著 早川書房 933 ｱﾄ
私はゼブラ アザリーン・ヴァンデアフリートオルーミ／著 白水社 933 ｳﾞｧ
眠れる美女たち　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ 
「グレート・ギャツビー」を追え ジョン・グリシャム／著 中央公論新社 933 ｸﾞﾘ
ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン／著 評論社 933 ﾄﾙ
ノーザン・ライツ ハワード・ノーマン／著 みすず書房 933 ﾉﾏ
エレホン サミュエル・バトラー／著 新潮社 933 ﾊﾞﾄ
追憶の東京 アンナ・シャーマン／著 早川書房 935 ｼｬ
スターウォーカー フリードリッヒ・アーニ／著 日曜社 943 ｱﾆ
人間とは何か 中条　省平／著 講談社 950.2 ﾁｭ
神さまの貨物 ジャン=クロード・グランベール／著 ポプラ社 953 ｸﾞﾗ
言語の七番目の機能 ローラン・ビネ／著 東京創元社 953 ﾋﾞﾈ
日本秋景 ピエール・ロチ／著 中央公論新社 955 ﾛﾁ
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