
石　　部 甲　　西

1 月 月曜日　休館

4 木 木曜日　休館

2 火 火曜日　休館

3 水 水曜日　休館

5 金

8 月 月曜日　休館

12 金 図書館協議会（午後４時から１時間程度）

9 火 火曜日　休館

6 土

7 日

13 土

10 水 水曜日　休館

11 木 木曜日　休館 祝日（建国記念の日）

14 日

15 月 月曜日　休館

18 木 木曜日　休館

16 火 火曜日　休館

17 水 水曜日　休館

28 日

19 金

22 月 月曜日　休館

23 火 祝日(天皇誕生日)　休館 火曜日　休館

20 土

21 日

24 水 水曜日　休館

25 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

26 金 おはなしの森（要申込）

27 土

「図書館だより」 2021年２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。

図書館では、図書館の運営に意見を述べる

機関として図書館協議会を設置しています。

このたび、広く市民の皆さんの意見を反映

させるため、委員を募集します。

■応募資格 市内在住の20歳以上の人

■募集人数 ２人

■任期 令和３年４月から２年間

詳しくは図書館ＨＰか館内のチラシをご覧ください。

※２月12日（金）の図書館協議会は３名ま

で傍聴していただけます（要申込）。

詳しくは甲西図書館にお問合せください。

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

図書館協議会委員 募集

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】２月 26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】2月 19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。
・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。

★おめでとうございます★

第24回「図書館を使った調べる学習コン

クール」（全国コンクール）の佳作に入選さ

れました。

『地しんがおこったらどうしよう』

岩根小学校 ３年 井手双葉さん

おはなし会（要申込）

令和２年度 湖南市児童生徒 人権標語・ポスター展

【場所】甲西図書館 １階

【期間①】２月３日（水）～1４日（日）

人権標語：石部小学校 三雲東小学校 甲西中学校

人権ポスター：石部南小学校 下田小学校 甲西中学校

【期間②】２月17日（水）～28日（日）

人権標語：菩提寺北小学校 岩根小学校 日枝中学校

人権ポスター：甲西北中学校 三雲養護学校

展示 甲西

甲西
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移動図書館車マツゾウくん 2月の巡回予定
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※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）。

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。

臨時休館中はご迷惑をおかけしました。

この期間を利用して、甲西図書館はちょっとだけリニューアルしました。

★医療・情報コーナーができました★

国立がん研究センターから寄贈された「がん情報ギフ
ト」を利用した医療・健康情報コーナーを設置しました。
年に４回程度更新される、がんに関する最新の情報
を読むことができます。「胃がん」など一部の冊子は
お持ち帰りいただけます。

★ＹＡコーナーがリニューアル★

10代向けの小説やライトノベルを集めたＹＡ（ヤング
アダルト）コーナーをリニューアルしました。今までより
も冊数が増え、文庫本も集めました。本を検索したと
きは「ＹＡ」と表示されます。青色の丸いシールが目印
です。

平松こども園 2月3日（水） 午後1時30分～2時
阿星あかつき保育園 2月4日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 2月4日（木） 午後2時15分～2時45分
三雲ふれあいセンター 2月10日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 2月10日（水） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 2月12日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 2月12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） 2月12日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 2月17日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 2月17日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 2月17日（水） 午後2時45分～3時15分
下田小学校 2月18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 2月18日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 2月18日（木） 午後2時15分～2時45分
岩根東農業集落センター 2月19日（金） 午後1時30分～2時
石部保育園 2月19日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 2月24日（水） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 2月24日（水） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 2月24日（水） 午後3時～3時30分
石部南まちづくりセンター 2月27日（土） 正午～1時



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
オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る オードリー・タン／著 プレジデント社 007.3 ｵ
背表紙の社会学 水無田　気流／著 青土社 019 ｾ
ゲンロン戦記 東　浩紀／著 中央公論新社 023.0 ｹﾞ
20歳のときに知っておきたかったこと ティナ・シーリグ／著 CCCメディアハウス 159 ﾆ
旅する神々 神崎　宣武／著 KADOKAWA 172 ﾀ
不寛容論 森本　あんり／著 新潮社 192.5 ﾌ
大名格差 安藤　優一郎／著 彩図社 210.5 ﾀﾞ
古代エジプト人の24時間 ドナルド・P.ライアン／著 河出書房新社 242.0 ｺ
地上に星座をつくる 石川　直樹／著 新潮社 290.9 ｲ
ヴェーバー入門 中野　敏男／著 筑摩書房 361.2 ｳﾞ
さよなら、男社会 尹　雄大／著 亜紀書房 367 ｻ
きらめく拍手の音 イギル　ボラ／著 リトルモア 369.2 ｷ

　　政治・経済
苫野一徳（とまのいっとく）特別授業『社会契約論』 苫野　一徳／著 NHK出版 311 ﾄ
菅義偉とメディア 秋山　信一／著 毎日新聞出版 312.1 ｽ
地方の論理 小磯　修二／著 岩波書店 318.6 ﾁ
国際文化交流を実践する 国際交流基金／編 白水社 319.0 ｺ
グレート・リセット クラウス・シュワブ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 330.4 ｸﾞ
カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ／原作 双葉社 333.8 ｶ
生協の道 西村　一郎／著 同時代社 335.6 ｾ
最も賢い億万長者　上・下 グレゴリー・ザッカーマン／著 ダイヤモンド社 338.1 ﾓ 
絶滅危惧個人商店 井上　理津子／著 筑摩書房 673.7 ｾﾞ
たかが失敗じゃないか! 廣岡　利重／著 牧野出版 673.9 ﾀ

　　科学・医学・工学
ヘンな科学 五十嵐　杏南／著 総合法令出版 404 ﾍ
武器になる「わり算」 柳谷　晃／著 KADOKAWA 411.1 ﾌﾞ
空気と人類 サム・キーン／著 白揚社 435 ｸ
山の観天望気 猪熊　隆之／著 山と溪谷社 451.2 ﾔ
やけに植物に詳しい僕の街のスキマ植物図鑑 瀬尾　一樹／著 大和書房 470 ﾔ
0番目の患者 リュック・ペリノ／著 柏書房 490.2 ｾﾞ
闇の脳科学 ローン・フランク／著 文藝春秋 493.7 ﾔ
大人女子的カラダのトリセツ 池下　育子／監修 朝日新聞出版 495 ｵ
感染症時代のマスクの教科書 飯田　裕貴子／著 小学館 498.6 ｶ
台湾路地裏名建築さんぽ 鄭　開翔／絵・文 エクスナレッジ 523.2 ﾀ
「はやぶさ2」のすべて　ミッション&メカニカル編 吉川　真／監修 誠文堂新光社 538.9 ﾊ
砂戦争 石　弘之／著 KADOKAWA 569.8 ｽ

　　芸術・スポーツ
アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 デズモンド・モリス／著 三省堂 702 ｱ
どうにもアトリエ日記 野見山　暁治／著 生活の友社 723.1 ﾉﾐ
物語昭和写真史 桑原　甲子雄／著 月曜社 740.2 ﾓ
やがて鐘(カンパネラ)は鳴る フジコ・ヘミング／著 双葉社 762.3 ﾍ
我が人生の応援歌(エール) 藤原　正彦／著 小学館 767.0 ﾜ
夢をかける 井上　芳雄／著 日経BP 772.1 ｲﾉ
吉永小百合 私の生き方 NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」制作 講談社 778.2 ﾖｼ
王者の突破力 横川　尚隆／著 KADOKAWA 781.5 ﾖｺ
山は登ってみなけりゃ分からない 石丸　謙二郎／著 敬文舎 786.1 ﾔ
茶の湯随想 千　宗左／著 主婦の友社 791 ﾁ

12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
それを小説と呼ぶ 佐々木　敦／著 講談社 901.3 ｿ
戦後文学のみた<高度成長> 伊藤　正直／著 吉川弘文館 910.2 ｾ
大借金男・百間と漱石センセイ 小森　陽一／著 新日本出版社 L ｳﾁ
『細雪』とその時代 川本　三郎／著 中央公論新社 L ﾀﾆ
あの人と短歌 穂村　弘／著 NHK出版 911.1 ｱ
この世の息 歌人・河野裕子論 大森　静佳／著 角川文化振興財団 911.1 ｶﾜ
満洲俳句須臾（しゅゆ）の光芒（こうぼう） 西田　もとつぐ／著 リトルズ 911.3 ﾆｼ
夜景座生まれ 最果　タヒ／著 新潮社 911.5 ｻｲ
ぼくの鎌倉散歩 田村　隆一／著 港の人 911.5 ﾀﾑ
現代詩の鑑賞 中村　稔／著 青土社 911.5 ﾅｶ
謹訳世阿弥能楽集　上 世阿弥／著 檜書店 912.3 ｷ 1
名探偵総登場 芦辺　拓／著 行舟文化 F ｱｼ
足利の血脈 秋山　香乃／著 PHP研究所 F ｱｼ
バイター 五十嵐　貴久／著 光文社 F ｲｶﾞ
昭和の青春播磨を想う 池内　紀／著 神戸新聞総合出版センター F ｲｹ
移動図書館の子供たち 我妻　俊樹／ほか著 柏書房 F ｲﾄﾞ
狸の腹鼓 宇江　敏勝／著 新宿書房 F ｳｴ
人生起き上がりこぼし 海老名　香葉子／著 海竜社 F ｴﾋﾞ
70歳、これからは湯豆腐 太田　和彦／著 亜紀書房 F ｵｵ
朝焼けにファンファーレ 織守　きょうや／著 新潮社 F ｵﾘ
見えない星に耳を澄ませて 香月　夕花／著 KADOKAWA F ｶﾂ
うつくしい羽 上村　渉／著 書肆侃侃房 F ｶﾐ
死ぬまでに行きたい海 岸本　佐知子／著 スイッチ・パブリッシング F ｷｼ
もどろき・イカロスの森 黒川　創／著 春陽堂書店 F ｸﾛ
雪に撃つ 佐々木　譲／著 角川春樹事務所 F ｻｻ
彼女のスマホがつながらない 志駕　晃／著 小学館 F ｼｶﾞ
ゴールデンタイムの消費期限 斜線堂　有紀／著 祥伝社 F ｼｬ
処方箋のないクリニック 仙川　環／著 小学館 F ｾﾝ
阿修羅草紙 武内　涼／著 新潮社 F ﾀｹ
茶ばなし残香 外山　滋比古／著 展望社 F ﾄﾔ
いいかげん、馬鹿 中野　翠／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ
偶然にして最悪の邂逅 西澤　保彦／著 東京創元社 F ﾆｼ
火喰鳥を、喰う 原　浩／著 KADOKAWA F ﾊﾗ
比例区は「悪魔」と書くのだ、人間ども 藤崎　翔／著 光文社 F ﾌｼﾞ
じい散歩 藤野　千夜／著 双葉社 F ﾌｼﾞ
アトリエ雑記 牧野　伊三夫／著 本の雑誌社 F ﾏｷ
当確師 十二歳の革命 真山　仁／著 中央公論新社 F ﾏﾔ
路上のポルトレ 森　まゆみ／著 羽鳥書店 F ﾓﾘ
とんちき耕書堂青春譜 矢野　隆／著 新潮社 F ﾔﾉ
彩(いろ)無き世界のノスタルジア 行成　薫／著 集英社 F ﾕｷ
クラゲ・アイランドの夜明け 渡辺　優／著 中央公論新社 F ﾜﾀ
いま、台湾で隠居してます 大原　扁理／著 K&Bパブリッシャーズ 916 ｵｵ
愛してくれてありがとう 玉井　義臣／著 藤原書店 916 ﾀﾏ
僕のコーチはがんの妻 藤井　満／著 KADOKAWA 916 ﾌｼﾞ

　　外国文学
魯迅と世界文学 藤井　省三／著 東方書店 920.2 ﾙｼ
韓国文学を旅する60章 波田野　節子／編著 明石書店 929.1 ｶﾝ
オビー キム　ヘジン／著 書肆侃侃房 929.1 ｷﾑ
僕は李箱（いさん）から文学を学んだ ユン　イヒョン／ほか著 クオン 929.1 ﾎﾞｸ
レンブラントをとり返せ ジェフリー・アーチャー／著 新潮社 B 933 ｱﾁ
幻の名車グレイゴーストを奪還せよ!　上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B 933 ｶｯ 
ローンガール・ハードボイルド コートニー・サマーズ／著 早川書房 B 933 ｻﾏ
石を放つとき ローレンス・ブロック／著 二見書房 933 ﾌﾞﾛ
彼方の光 シェリー・ピアソル／作 偕成社 933.7 ﾋﾟｱ
ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 936 ﾎﾞｴ
咆哮 アンドレアス・フェーア／著 小学館 B 943.7 ﾌｪ

アルマ ル・クレジオ／著 作品社 953 ﾙｸ
緑の髪のパオリーノ ジャンニ・ロダーリ／著 講談社 B 973 ﾛﾀﾞ


