
29 木 木曜日　休館

24 土

25 日

26 月 月曜日　休館

27 火 火曜日　休館

28 水 水曜日　休館

30

19 月 月曜日　休館

22 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

23 金

20 火

21 水 水曜日　休館

火曜日　休館

14 水 水曜日　休館

15 木 木曜日　休館

18 日

16 金 おはなしの森（要申込）

17 土

13 火 火曜日　休館

10 土

11 日

月曜日　休館

8 木 木曜日　休館

12 月 月曜日　休館

9 金

6 火 火曜日　休館

7 水 水曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 木 木曜日　休館

4 日

2 金

3 土

5 月

金

「図書館だより」 2021年４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

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】4月 16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】4月 9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。

おはなし会（要申込） 甲西

ゴールデンウィーク中（４月29日～５月６日）の休館について
甲西図書館：５月３日（月）５月４日（火）休館

石部図書館：4月29日（木）５月３日（月）５月４日（火）５月５日（水）５月６日（木）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。）

雑誌スポンサー募集中

図書館で所蔵している雑誌の年間購読

料を負担していただくと、雑誌や棚の見

出しにスポンサー名や広告を入れ、PRを
できます。

図書館の雑誌コーナーを充実させるた

めにご支援いただける個人や、企業など

からのご応募をお待ちしております。

応募方法など、詳しくは甲西図書館へ

お問い合わせください。

４月３０日は図書館の日です
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借りた本に、風と紫外線をあてることで、

菌やほこり、匂いなどを除去する仕組みで

す。１回３０秒で、１度に６冊まで除菌で

きます。安心安全に読書を楽しめるよう、

貸出の際などにご利用ください。

移動図書館車マツゾウくん ４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 4月8日（木） 午後1時30分～2時

菩提寺くじら認定こども園 4月14日（水）午後2時～2時30分

菩提寺まちづくりセンター 4月14日（水）午後3時～3時30分

下田小学校 4月15日（木）午後0時55分～1時20分

下田まちづくりセンター 4月15日（木）午後1時30分～2時

下田こども園 4月15日（木）午後2時15分～2時45分

平松こども園 4月16日（金）午後1時30分～2時

岩根東農業集落センター 4月16日（金）午後2時45分～3時15分

認定こども園水戸幼稚園 4月21日（水）午後1時～1時30分

しおん園 4月21日（水）午後1時45分～2時15分

北山台自治会館 4月21日（水）午後2時45分～3時15分

水戸小学校 4月23日（金）午後1時～1時30分

HOPPA湖南水戸 4月23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） 4月23日（金）午後2時30分～3時

石部南まちづくりセンター 4月24日（土）午後0時～1時

三雲ふれあいセンター 4月28日（水）午後1時30分～2時

三雲くじら保育園 4月28日（水）午後2時15分～2時45分

柑子袋まちづくりセンター 4月30日（金）午前11時～11時30分

HOPPA石部南 4月30日（金）午後2時～2時20分

石部保育園 4月30日（金）午後2時30分～3時

除菌機を設置しました石部 甲西

甲西図書館屋上外壁改修工事が

終了しました。

近隣のみなさま、図書館利用者の

みなさまには、長い間ご迷惑をおか

けしました。ご理解とご協力をいた

だきありがとうございました。

★
湖
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市
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点
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ま
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★

４月２日は

「国際子どもの本の日」です



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
レンブラントの身震い マーカス・デュ・ソートイ／著 新潮社 007.1 ﾚ
中高生のための本の読み方 大橋　崇行／著 ひつじ書房 019.5 ﾁ
本屋と図書館の間にあるもの 伊藤　清彦／著 郵研社 024.0 ﾎ
魂にふれる 若松　英輔／著 亜紀書房 114.2 ﾀ
不安は9割捨てました 大原　扁理／著 大和書房 159 ﾌ
人生、何を成したかよりどう生きるか 内村　鑑三／著 文響社 198.9 ｼﾞ
日本史を動かした女性たち 北川　智子／著 ポプラ社 210.4 ﾆ
実録昭和の大事件「中継現場」 久能　靖／著 河出書房新社 210.7 ｼﾞ
満洲国 鈴木　貞美／著 平凡社 222.5 ﾏ
嬉しいことばが自分を変える 村上　信夫／著 ごま書房新社 361.4 ｳ
ギフトエコノミー リーズル・クラーク／著 青土社 365 ｷﾞ
わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い レベッカ・ソルニット／著 左右社 367.1 ﾜ
震災復興10年の総点検 五十嵐　敬喜／著 岩波書店 369.3 ｼ

　　政治・経済
極私的エッセイ 飛田　雄一／著 社会評論社 304 ｺﾞ
ニュー・アソシエーショニスト宣言 柄谷　行人／著 作品社 309 ﾆ
明治十四年の政変 久保田　哲／著 集英社インターナショナル 312.1 ﾒ
学問の自由が危ない 佐藤　学／編 晶文社 316.1 ｶﾞ
非正規公務員のリアル 上林　陽治／著 日本評論社 318.3 ﾋ
死刑廃止を考える 菊田　幸一／著 岩波書店 326.4 ｼ
値段がわかれば社会がわかる 徳田　賢二／著 筑摩書房 331.8 ﾈ
チョンキンマンション ゴードン・マシューズ／著 青土社 334.4 ﾁ
史料で読む日本の金融 浜中　秀一郎／著 きんざい 338.2 ｼ
ステキな広告ジオラマ 情景師アラーキー／著 誠文堂新光社 674.3 ｽ

　　科学・医学・工学
文系のためのめっちゃやさしい対数 山本　昌宏／監修 ニュートンプレス 411.2 ﾌﾞ
「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる 郡　和範／著 ベレ出版 429.6 ﾆ
学名の秘密 スティーヴン・B.ハード／著 原書房 460.3 ｶﾞ
私の顔はどうしてこうなのか 溝口　優司／著 山と溪谷社 469.4 ﾜ
大きな森のミクロな世界 金子　繁／著 近代出版 474.7 ｵ
ハナバチがつくった美味しい食卓 ソーア・ハンソン／著 白揚社 486.7 ﾊ
メンター・チェーン ロバート・カニーゲル／著 工作舎 490.7 ﾒ
ドクターうえしまの塩切り奮闘記 上島　弘嗣／著 ライフサイエンス出版 493.2 ﾄﾞ
ドラッグストア拡大史 日野　眞克／著 イースト・プレス 499.0 ﾄﾞ
よみがえる白鳳の美 加藤　朝胤／著 朝日新聞出版 521.8 ﾖ
紙の上のタイムトラベル 松本　典久／著 東京書籍 536.1 ｶ
廃炉 稲泉　連／著 新潮社 543.5 ﾊ

　　芸術・スポーツ
ゴッホ作品集 ゴッホ／画 東京美術 723.3 ｺﾞ
笠松紫浪-最後の新版画 笠松　紫浪／画 芸艸堂 733.0 ｶ
「写真の都」物語 竹葉　丈／編著 国書刊行会 740.2 ｼ
遊牧民と村々のラグ 前田　慎司／編著 グラフィック社 753.3 ﾕ
青春18ディスク レコード芸術／編 音楽之友社 760.8 ｾ
オレンジの悪魔は教えずに育てる 田中　宏幸／著 ダイヤモンド社 764.6 ｵ
大河ドラマの黄金時代 春日　太一／著 NHK出版 778.8 ｶ
人生を走る リジー・ホーカー／著 草思社 782.3 ｼﾞ
ロジャー・フェデラー ジモン・グラフ／著 KADOKAWA 783.5 ﾌｪ
こんな日もある 古井　由吉／著 講談社 788.5 ｺ

2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
絶版新書交響楽 近藤　健児／著 青弓社 902.3 ｾﾞ
「恋と革命」の死 岸上大作 福島　泰樹／著 皓星社 911.1 ｷｼ
天才による凡人のための短歌教室 木下　龍也／著 ナナロク社 911.1 ｷ
野口米次郎と「神秘」なる日本 堀　まどか／著 和泉書院 911.5 ﾉｸﾞ
人がつなぐ源氏物語 伊井　春樹／著 朝日新聞出版 913.3 ﾑﾗ
隣の国のことばですもの 金　智英／著 筑摩書房 911.5 ｲﾊﾞ
多和田葉子の<演劇>を読む 谷川　道子／編 論創社 912.6 ﾀﾜ
言葉をもみほぐす 赤坂　憲雄／著 岩波書店 F ｱｶ
馬疫 茜　灯里／著 光文社 F ｱｶ
雨と短銃 伊吹　亜門／著 東京創元社 F ｲﾌﾞ
恋に焦がれたブルー 宇山　佳佑／著 集英社 F ｳﾔ
再建の神様 江上　剛／著 PHP研究所 F ｴｶﾞ
和菓子迷宮をぐるぐると 太田　忠司／著 ポプラ社 F ｵｵ
代理母、はじめました 垣谷　美雨／著 中央公論新社 F ｶｷ
リリアン 岸　政彦／著 新潮社 F ｷｼ
おれたちの歌をうたえ 呉　勝浩／著 文藝春秋 F ｺﾞ
心臓に針を 佐伯　琴子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 F ｻｴ
小説火の鳥　大地編上・下 手塚　治虫／原案・桜庭　一樹／著 朝日新聞出版 F ｻｸ
猫沼 笙野　頼子／著 ステュディオ・パラボリカ F ｼｮ
君と、君がいる彼方 末浦　広海／著 中央公論新社 F ｽｴ
櫓太鼓（やぐらだいこ）がきこえる 鈴村　ふみ／著 集英社 F ｽｽﾞ
明けゆく毎日を最後の日と思え 玉村　豊男／著 天夢人 F ﾀﾏ
しつこくわるい食べもの 千早　茜／著 ホーム社 F ﾁﾊ
或るギリシア棺の謎 柄刀　一／著 光文社 F ﾂｶ
鳴かずのカッコウ 手嶋　龍一／著 小学館 F ﾃｼ
ラスプーチンの庭 中山　七里／著 KADOKAWA F ﾅｶ
激震 西村　健／著 講談社 F ﾆｼ
悪の芽 貫井　徳郎／著 KADOKAWA F ﾇｸ
うしろむき夕食店 冬森　灯／著 ポプラ社 F ﾌﾕ
終わりの歌が聴こえる 本城　雅人／著 幻冬舎 F ﾎﾝ
疼くひと 松井　久子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ
それでも、陽は昇る 真山　仁／著 祥伝社 F ﾏﾔ
イノセント・ツーリング 湊　ナオ／著 日経BP日本経済新聞出版本部 F ﾐﾅ
これで暮らす 群　ようこ／著 KADOKAWA F ﾑﾚ
山の人魚と虚ろの王 山尾　悠子／著 国書刊行会 F ﾔﾏ
湯どうふ牡丹雪 山本　一力／著 KADOKAWA F ﾔﾏ
わんダフル・デイズ 横関　大／著 幻冬舎 F ﾖｺ
開高健とオーパ!を歩く 菊池　治男／著 河出書房新社 915.6 ｶｲ
老親友のナイショ文 瀬戸内　寂聴／著 朝日新聞出版 915.6 ｾﾄ
わたしが行ったさびしい町 松浦　寿輝／著 新潮社 915.6 ﾏﾂ
歩く人 若山　牧水／著 田畑書店 915.6 ﾜｶ
ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと 五十嵐　大／著 幻冬舎 916 ｲｶﾞ
大学教授、発達障害の子を育てる 岡嶋　裕史／著 光文社 916 ｵｶ

　　外国文学
いつかたこぶねになる日 小津　夜景／著 素粒社 921 ｵｽﾞ
聊斎志異（りょうさいしい） 蒲　松齢／著 光文社 B 923.6 ﾌﾟ
中国・アメリカ謎SF 柴田　元幸／編訳 白水社 923.7 ﾁｭ
女ふたり、暮らしています。 キム　ハナ／著 CCCメディアハウス 929.1 ｷﾑ
クララとお日さま カズオ・イシグロ／著 早川書房 933 ｲｼ
白が5なら、黒は3 ジョン・ヴァーチャー／著 早川書房 933 ｳﾞｱ
十日間の不思議 エラリイ・クイーン／著 早川書房 B 933 ｸｲ
終身刑の女 レイチェル・クシュナー／著 小学館 B 933 ｸｼ
フォルモサ ジョージ・サルマナザール／著 平凡社 933 ｻﾙ
はじまりの24時間書店 ロビン・スローン／著 東京創元社 933 ｽﾛ
父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ／著 文藝春秋 933 ﾃｨ
恋するアダム イアン・マキューアン／著 新潮社 933 ﾏｷ
炎と血　2 ジョージ・R.R.マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ 2
サガンの言葉 山口　路子／著 大和書房 B 950.2 ｻｶﾞ


