
石　　部 甲　　西

1 金 年末・年始　休館 年末・年始　休館

4 月 年末・年始　休館 年末・年始　休館

2 土 年末・年始　休館 年末・年始　休館

3 日 年末・年始　休館 年末・年始　休館

5 火 年末・年始　休館

8 金

12 火 火曜日　休館

9 土

6 水 水曜日　休館

7 木 木曜日　休館

13 水 水曜日　休館 臨時休館

10 日

11 月 祝日(成人の日)　休館 月曜日　休館

14 木 木曜日　休館 臨時休館

15 金 臨時休館

18 月 月曜日　休館

16 土 臨時休館

17 日 臨時休館

19 火 火曜日　休館

22 金

23 土

20 水 水曜日　休館

21 木 木曜日　休館

24 日

25 月 月曜日　休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館

28 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

30 土

29 金 おはなしの森（要申込）

31 日

「図書館だより」 2021年1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。

甲西図書館は屋上外壁改修工事のため、

1月11日（月）から１月19日（火）ま

で

臨時休館します。

休館期間中の本の返却はブックポスト、石

部図書館、各まちづくりセンター・市民学習

交流センター（サンヒルズ甲西）へお願いし

ます。ブックポストには、ＣＤや壊れやすい

本、他の図書館から取り寄せた本を返却する

ことはできません。

また、休館中は蔵書点検を実施しているた

め、本の貸出や資料に関するお問い合わせは

受けられません。石部図書館は通常どおり開

館していますのでどうぞご利用ください。

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、手洗いや手指

の消毒等をお願いします。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 電子図書館

臨時休館のお知らせ 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、おはなし会です。

【日時】1月 29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】1月 22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。
毎年１月に石部図書館・甲西図書館でカレンダーなどを配布し

ていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今

回は実施しません。

新年カレンダー配布の中止について 甲西石部
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移動図書館車マツゾウくん 1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）。

おうちで、電子図書館

阿星あかつき保育園 1月7日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 1月7日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 1月8日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 1月8日（金） 午後2時45分～3時15分
認定こども園水戸幼稚園 1月20日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 1月20日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 1月20日（水） 午後2時45分～3時15分
柑子袋まちづくりセンター 1月21日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 1月21日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 1月21日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 1月22日（金） 午後2時30分～3時
三雲ふれあいセンター 1月27日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 1月27日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 1月28日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 1月28日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 1月28日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 1月29日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 1月29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） 1月29日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 1月30日（土） 正午～1時

広報こなん11月号（2020年）の特集は、「With コロナ あなたに寄り添う図書館」でした。

移動図書館車マツゾウくんと電子図書館が大きくとりあげられました。広報こなんのバックナン

バーは、パスワードがなくても電子図書館で見ていただくことができます。

電子図書館ホームページに

ログイン
本を選んで借りる

● 図書館の利用カード

● パスワード

● ５冊

● ２週間

が必要です 借りられます

パスワードは家でも、図書館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ホームページをご覧ください。



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
実践自分で調べる技術 宮内　泰介／著 岩波書店 002.7 ｼﾞ
言葉である。人間である。 藤沢　周／著 言視舎 019 ｺ
思考の教室 戸田山　和久／著 NHK出版 116 ｼ
悲しみとともにどう生きるか 入江　杏／編著 集英社 141.6 ｶ
飽きる勇気 大草　直子／著 講談社 159.6 ｱ
近世の天台宗と延暦寺 藤田　和敏／著 法藏館 188.4 ｷ
大和の古墳を歩く 森下　惠介／著 同成社 210.2 ﾔ
アウシュヴィッツ潜入記 ヴィトルト・ピレツキ／著 みすず書房 234.0 ｱ
デンマーク文化読本 長島　要一／著 丸善出版 293.8 ﾃﾞ
こころのソーシャルディスタンスの守り方 大嶋　信頼／著 主婦の友社 361.4 ｺ
女のお悩み動物園 ジェーン・スー／著 小学館 367.2 ｵ
ヤングケアラーわたしの語り 澁谷　智子／編 生活書院 369 ﾔ
国語の原風景 塩原　経央／著 ぱるす出版 810.2 ｺ

　　政治・経済
ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディみかこ／著 講談社 302.3 ﾌﾞ
ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田　樹／編 晶文社 304 ﾎﾟ
コーヒーを味わうように民主主義をつくりこむ 秋山　訓子／著 現代書館 311.7 ｺ
総領事日記 呉　泰奎／著 東方出版 319.2 ｿ
中国法 小口　彦太／著 集英社 322.9 ﾁ
ヒューマン・ネットワーク マシュー・O.ジャクソン／著 早川書房 331.0 ﾋ
信頼とデジタル 三品　和広／著 ダイヤモンド社 336.1 ｼ
日本の地方財政 神野　直彦／著 有斐閣 349.2 ﾆ
全店舗閉店して会社を清算することにしました。 福井　寿和／著 実業之日本社 673.9 ｾﾞ
ファンベースなひとたち 佐藤　尚之／著 日経BP 675 ﾌ

　　科学・医学・工学
南極ダイアリー 水口　博也／著 講談社 402.9 ﾐ
本当は私だって数学が好きだったんだ 長岡　亮介／著 技術評論社 410.7 ﾎ
なぜか宇宙はちょうどいい 松原　隆彦／著 誠文堂新光社 440.1 ﾅ
なぜ田んぼには多様な生き物がすむのか 大塚　泰介／編 京都大学学術出版会 468 ﾅ
あしなが蜂と暮らした夏 甲斐　信枝／著 中央公論新社 486.7 ｶ
どんじり医 松永　正訓／著 CCCメディアハウス 490.4 ﾄﾞ
摂食障害のすべて 高木　洲一郎／著 日本評論社 493.7 ｾ
BIRTHいのちの始まりを考える講義 スコット・ギルバート／著 羊土社 495.4 ﾊﾞ
武漢支援日記 査　瓊芳／著 岩波書店 498.6 ﾌﾞ
ヒューマンファクター 日本ヒューマンファクター研究所／編 成山堂書店 509.8 ﾋ
「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤　勝裕／著 ベレ出版 519 ｶ
洗浄と殺菌のはなし 新名　史典／編著 同文舘出版 576.5 ｾ

　　芸術・スポーツ
仏像さんを師とせよ 八坂　寿史／著 淡交社 718 ﾌﾞ
金箔のコウモリ エドワード・ゴーリー／著 河出書房新社 726.5 ｷ
フィルムカメラ放蕩記 赤城　耕一／著 ホビージャパン 742.5 ﾌ
ヴァイオリニストの第五楽章 前橋　汀子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 762.1 ﾏｴ
音楽家65人の修行時代 澤谷　夏樹／著 ヤマハミュージックエンタテインメン 762.8 ｵ
舞台上の青春 相田　冬二／著 辰巳出版 775.7 ﾌﾞ
水のように 浪花　千栄子／著 朝日新聞出版 778.2 ﾅﾆ
下山の哲学 竹内　洋岳／著 太郎次郎社エディタス 786.1 ｹﾞ
一碗をどうぞ 千　玄室／著 ミネルヴァ書房 791.2 ｾﾝ
私と井山、師弟の歩み 石井　邦生／著 日本棋院 795.0 ｲｼ

11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。



　　日本文学
マナーはいらない 三浦　しをん／著 集英社 901.3 ﾏ
東海道五十三次をよむ 鈴木　健一／編 三弥井書店 910.2 ﾄ
魂の邂逅（かいこう） 米本　浩二／著 新潮社 L ｲｼ
遠藤周作 神に問いかけつづける旅 菅野　昭正／編 慶應義塾大学出版会 L ｴﾝ
谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田　高／著 新潮社 L ﾀﾆ
推理作家の出来るまで　上・下 都筑　道夫／著 フリースタイル L ﾂｽﾞ
私の人間論 福田　恆存／著 ビジネス社 L ﾌｸ
三島由紀夫は何を遺したか 櫻井　秀勲／著 きずな出版 L ﾐｼ
伊勢物語在原業平 恋と誠 高樹　のぶ子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 911.1 ｱﾘ
歌人中城ふみ子 加藤　孝男／著 クロスカルチャー出版 911.1 ﾅｶ
藤原定家『明月記』の世界 村井　康彦／著 岩波書店 911.1 ﾌｼﾞ
和歌史 渡部　泰明／著 KADOKAWA 911.1 ﾜ
還って来た山頭火 立元　幸治／著 春陽堂書店 911.3 ﾀﾈ
わたしの好きな季語 川上　弘美／著 NHK出版 911.3 ﾜ
お探し物は図書室まで 青山　美智子／著 ポプラ社 F ｱｵ
星に帰れよ 新　胡桃／著 河出書房新社 F ｱﾗ
ファーブル君の妖精図鑑 井上　雅彦／著 講談社 F ｲﾉ
身捨つるほどの祖国はありや 牛島　信／著 幻冬舎 F ｳｼ
女の節目は両A面 岡田　育／著 TAC株式会社出版事業部 F ｵｶ
浄土双六（すごろく） 奥山　景布子／著 文藝春秋 F ｵｸ
翔（しょう） 岳　真也／著 牧野出版 F ｶﾞｸ
探偵は友人ではない 川澄　浩平／著 東京創元社 F ｶﾜ
あかるい死にかた 木内　みどり／著 集英社インターナショナル F ｷｳ
おばんでございます 桜木　紫乃／著 北海道新聞社 F ｻｸ
少女モモのながい逃亡 清水　杜氏彦／著 双葉社 F ｼﾐ
私を月に連れてって 鈴木　るりか／著 小学館 F ｽｽﾞ
化け者心中 蟬谷　めぐ実／著 KADOKAWA F ｾﾐ
白日 月村　了衛／著 KADOKAWA F ﾂｷ
十の輪をくぐる 辻堂　ゆめ／著 小学館 F ﾂｼﾞ
コラムニストになりたかった 中野　翠／著 新潮社 F ﾅｶ
大人の条件 林　伸次／著 産業編集センター F ﾊﾔ
世界は思考で変えられる 東田　直樹／著 河出書房新社 F ﾋｶﾞ
#ある朝殺人犯になっていた 藤井　清美／著 U-NEXT F ﾌｼﾞ
書く、読む、生きる 古井　由吉／著 草思社 F ﾌﾙ
孤島の来訪者 方丈　貴恵／著 東京創元社 F ﾎｳ
小説 増田　みず子／著 田畑書店 F ﾏｽ
へんしん不要 餅井　アンナ／著 タバブックス F ﾓﾁ
沙漠と青のアルゴリズム 森　晶麿／著 講談社 F ﾓﾘ
美麗島（びれいとう）プリズム紀行 乃南　アサ／著 集英社 915.6 ﾉﾅ
またいつか歩きたい町 森　まゆみ／著 新潮社 915.6 ﾓﾘ
しくじり家族 五十嵐　大／著 CCCメディアハウス 916 ｲｶﾞ
元女子高生、パパになる 杉山　文野／著 文藝春秋 916 ｽｷﾞ
夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田　敦子／著 主婦の友社 916 ﾉﾀﾞ
猫だましい ハルノ　宵子／著 幻冬舎 916 ﾊﾙ

　　外国文学
アヒル命名会議 イ　ラン／著 河出書房新社 929.1 ｲ
1cmダイビング テス／著 宝島社 929.1 ﾃｽ
実は、内向的な人間です ナム　インスク／著 創元社 929.1 ﾅﾑ
大都会の愛し方 パク　サンヨン／著 亜紀書房 929.1 ﾊﾟｸ
ブルース・チャトウィン ニコラス・シェイクスピア／著 KADOKAWA 930.2 ﾁｬ
復讐の大地　上・下 トム・クランシー／著 扶桑社 B 933 ｸﾗ 
素晴らしき世界　上・下 マイクル・コナリー／著 講談社 B 933 ｺﾅ 
きみと息をするたびに ニコラス・スパークス／著 アチーブメント出版 933 ｽﾊﾟ
ロサンゼルスへの道 ジョン・ファンテ／著 未知谷 933 ﾌｧ
ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド／著 早川書房 933 ﾎﾜ
ファントム　上・下 ジョー・ネスボ／著 集英社 B 949.6 ﾈｽ 

洪水 フィリップ・フォレスト／著 河出書房新社 953 ﾌｫ
海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ／著 新潮社 973 ｱﾊﾞ


