
29 土

31

24 月 月曜日　休館

25 火 火曜日　休館

26 水 水曜日　休館

27 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

28 金

30

19 水 水曜日　休館

22 土

23 日

20 木 木曜日　休館

21 金 おはなしの森（要申込）

14 金

15 土

18 火 火曜日　休館

16 日

17 月 月曜日　休館

13 木 木曜日　休館

10 月 月曜日　休館

11 火 火曜日　休館

水曜日　休館

8 土

12 水 水曜日　休館

9 日

6 木 木曜日　休館

7 金

石　　部 甲　　西

1 土

4 火 祝日(みどりの日)　休館 火曜日　休館

2 日

3 月 祝日(憲法記念日)　休館 月曜日　休館

5 水

日

月 月曜日　休館

「図書館だより」 2021年５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 電子図書館

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】５月 21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】５月 14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。）

本が最後まで読めなかった！

そんなときは・・・

パソコンで貸出延長の手続きができます。

（図書館ホームページ→利用者メニューログ

イン→利用照会→貸出状況 詳細→右端の貸

出延長ボタンをクリックしてください。）

※返却期限がすぎた資料や、次に予約があ

る資料は延長ができません。

※パスワードが必要です。

★スマートフォンからもできます。どうぞ

５月は図書館振興の月です
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マイナンバーカードがあれば

図書館利用カードを携帯していなくても本が借りられます。

※連携のために図書館の利用カードの作成が必要です。

※図書館では、マイナンバーカードの交付申請はできません。

※マイナンバーカード内のICチップ内にあるマイナンバーや住所・氏名などの

個人情報は使用しません。

※マイナンバーカード内に、図書館の利用情報などが入力されることもありま

せん。

移動図書館車マツゾウくん ５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）。

マイナンバーカードが利用できるようになりました石部 甲西

湖
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市
電
子
図
書
館
の
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子
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書
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、
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り
５
点
、
２
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間
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り
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阿星あかつき保育園 5月6日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 5月6日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 5月7日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 5月7日（金） 午後2時45分～3時15分
三雲ふれあいセンター 5月12日（水） 午後1時30分～2時
三雲くじら保育園 5月12日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 5月13日（木） 午後0時55分～1時20分
下田まちづくりセンター 5月13日（木） 午後1時30分～2時
下田こども園 5月13日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 5月14日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 5月14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） 5月14日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 5月19日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 5月19日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 5月19日（水） 午後2時45分～3時15分
柑子袋まちづくりセンター 5月20日（木） 午前11時～11時30分
菩提寺くじら認定こども園 5月20日（木） 午後2時～2時30分
菩提寺まちづくりセンター 5月20日（木） 午後3時～3時30分
石部保育園 5月21日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 5月29日（土） 午後0時～1時

甲西図書館の駐車場は南側（正面側）から北（裏側）への

「一方通行」です。危険ですので、逆走はお止めください
お願い



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
図書館にドン・キホーテがいた頃 東條　文規／著 ポット出版プラス 010.2 ﾄ
政治と報道 上西　充子／著 扶桑社 070.2 ｾ
「科学的」は武器になる 早野　龍五／著 新潮社 159 ｶ
ヒンドゥー教10講 赤松　明彦／著 岩波書店 168 ﾋ
アーミッシュの老いと終焉 堤　純子／著 未知谷 198.9 ｱ
「違和感」の日本史 本郷　和人／著 産経新聞出版 210.0 ｲ
女帝の古代王権史 義江　明子／著 筑摩書房 210.3 ｼﾞ
戦争が巨木を伐った 瀬田　勝哉／著 平凡社 210.7 ｾ
地中海世界の中世史 小林　功／編著 ミネルヴァ書房 230.4 ﾁ
おしゃべりと噓 樋口　桂子／著 青土社 361.4 ｵ
マーティンの鵜の目鷹の目 マーティン・J.フリッド／著 日本消費者連盟 365.8 ﾏ
「ふつうの家族」にさようなら 山口　真由／著 KADOKAWA 367.3 ﾌ
キツネ目 岩瀬　達哉／著 講談社 368.6 ｷ

　　政治・経済
つながり過ぎた世界の先に マルクス・ガブリエル／著 PHP研究所 304 ﾂ
現代民主主義 山本　圭／著 中央公論新社 311.7 ｹﾞ
自民党幹事長二階俊博伝 大下　英治／著 エムディエヌコーポレーション 312.1 ｼﾞ
プライバシーという権利 宮下　紘／著 岩波書店 316.1 ﾌﾟ
安いニッポン 中藤　玲／著 日経BP日本経済新聞出版本部 332.1 ﾔ
越えていく人 神里　雄大／著 亜紀書房 334.4 ｺ
SDGsをISO 14001/9001で実践する 黒柳　要次／著 日本規格協会 335.1 ｴ
仕事のしぐさ図鑑 荒木　シゲル／著 ダイヤモンド社 336.4 ｼ
山を買う 福崎　剛／著 山と溪谷社 651.3 ﾔ
星野リゾートの事件簿　2 中沢　康彦／著 日経BP 689.8 ﾅ 2

　　科学・医学・工学
私の科学者ライフ 女性科学者に明るい未来をの会／編 日本評論社 402.1 ﾜ
物理学者のすごい思考法 橋本　幸士／著 集英社インターナショナル 420.4 ﾊ
かぐわしき植物たちの秘密 田中　修／著 山と溪谷社 471.3 ﾀ
草木鳥鳥文様 梨木　香歩／文 福音館書店 488.0 ｸ
養老孟司入門 布施　英利／著 筑摩書房 490.1 ﾖ
花粉症と人類 小塩　海平／著 岩波書店 493.1 ｶ
メスを超える 杉本　真樹／著 東洋経済新報社 494.2 ﾒ
死ぬまで嚙んで食べる 五島　朋幸／著 光文社 497.9 ｺﾞ
ヤンデル先生のようこそ!病理医の日常へ 市原　真／著 清流出版 498.1 ﾔ
2030年 ピーター・ディアマンディス／著 ニューズピックス 504 ﾃﾞ
平安貴族の住まい 藤田　勝也／著 吉川弘文館 521.8 ﾍ
フクシマ戦記　上・下 船橋　洋一／著 文藝春秋 543.5 ﾌ 

　　芸術・スポーツ
芸術のよろこび 吉田　秀和／著 河出書房新社 704 ｹﾞ
『ガロ』に人生を捧げた男 白取　千夏雄／著 興陽館 726.1 ｶﾞ
日本の現代写真 日本写真家協会／編 クレヴィス 748 ﾆ
パヴァロッティとぼく エドウィン・ティノコ／著 アルテスパブリッシング 762.3 ﾊﾟｳﾞ
最大効果のウォーキング 中野　ジェームズ修一／著 CCCメディアハウス 782 ﾅ
自分を変える力 桃田　賢斗／著 竹書房 783.5 ﾓﾓ
それでも僕は歩き続ける 田中　陽希／著 平凡社 786 ﾀ
白鵬の脳内理論 大庭　大業／著 ベースボール・マガジン社 788.1 ﾊｸ
茶会記を読み解く 神津　朝夫／著 淡交社 791.2 ﾁ
絆-棋士たち 野澤　亘伸／著 日本将棋連盟 796.0 ｷ

3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
小説家になって億を稼ごう 松岡　圭祐／著 新潮社 901.3 ｼ
日々翻訳ざんげ 田口　俊樹／著 本の雑誌社 904 ﾋ
岩波少年文庫のあゆみ 若菜　晃子／編著 岩波書店 908 ｲ
されく魂 池澤　夏樹／著 河出書房新社 L ｲｼ
小林秀雄の眼 江藤　淳／著 中央公論新社 L ｺﾊﾞ
日本の川読み歩き 岡村　直樹／著 天夢人 910.2 ﾆ
平安男子の元気な!生活 川村　裕子／著 岩波書店 910.2 ﾍ
寂しき骨 池田　理代子／著 集英社 911.1 ｲｹ
大伴旅人 鉄野　昌弘／著 吉川弘文館 911.1 ｵｵ
短歌遠足帖 東　直子／著 ふらんす堂 911.1 ﾀ
百人一首 水原　紫苑／著 講談社 911.1 ﾋ
救急患者X 麻生　幾／著 幻冬舎 F ｱｿ
9月9日9時9分 一木　けい／著 小学館 F ｲﾁ
心の対話 岡　潔／著 土曜社 F ｵｶ
迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本　惟／著 新潮社 F ｷｼ
無刑人 熊谷　達也／著 潮出版社 F ｸﾏ
ベンチの足 佐藤　雅彦／著 暮しの手帖社 F ｻﾄ
楽園とは探偵の不在なり 斜線堂　有紀／著 早川書房 F ｼｬ
千里をゆけ 武川　佑／著 文藝春秋 F ﾀｹ
夢のつづき 谷口　江里也／著 未知谷 F ﾀﾆ
つまらない住宅地のすべての家 津村　記久子／著 双葉社 F ﾂﾑ
風巻（しまき） 鳴神　響一／著 早川書房 F ﾅﾙ
保津川（ほづがわ） 西野　喬／著 郁朋社 F ﾆｼ
沙林（さりん） 帚木　蓬生／著 新潮社 F ﾊﾊ
おとなになってはみたけれど 飛田　和緒／著 扶桑社 F ﾋﾀﾞ
共謀小説家 蛭田　亜紗子／著 双葉社 F ﾋﾙ
きみの傷跡 藤野　恵美／著 KADOKAWA F ﾌｼﾞ
ないようである、かもしれない 星野　概念／著 ミシマ社 F ﾎｼ
わたしのおひとりさま人生 松原　惇子／著 海竜社 F ﾏﾂ
泡 松家　仁之／著 集英社 F ﾏﾂ
老いる意味 森村　誠一／著 中央公論新社 F ﾓﾘ
前夜 森　晶麿／著 光文社 F ﾓﾘ
むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ／著 KADOKAWA F ﾔﾏ
血の代償 渡辺　裕之／著 中央公論新社 F ﾜﾀ
きみがいた世界は完璧でした、が 渡辺　優／著 KADOKAWA F ﾜﾀ
路傍（ろぼう）の反骨、歌の始まり 姜　信子／著 港の人 915.6 ｷｮ
真夏の刺身弁当 沢野　ひとし／著 産業編集センター 915.6 ｻﾜ
車窓の風に吹かれて 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 915.6 ｼ
一私小説書きの日乗　堅忍（けんにん）の章 西村　賢太／著 本の雑誌社 915.6 ﾆｼ
ゼロエフ 古川　日出男／著 講談社 915.6 ﾌﾙ
母親を失うということ 岡田　尊司／著 光文社 916 ｵ

　　外国文学
家にいるのに家に帰りたい クォン　ラビン／著 辰巳出版 929.1 ｸｫ
ケサル王物語 アレクサンドラ・ダヴィッド=ネール／[編] 岩波書店 B 929.3 ｹｻ

無垢の歌 ウィリアム・ブレイク／著 毎日新聞出版 931 ﾌﾞﾚ
疫病短編小説集 R.キプリング／ほか著 平凡社 933 ｴｷ
ゼアゼア トミー・オレンジ／著 五月書房新社 933 ｵﾚ
解放 イモジェン・キーリー／著 集英社 B 933 ｷﾘ
オクトーバー・リスト ジェフリー・ディーヴァー／著 文藝春秋 B 933 ﾃﾞｨ
科学探偵シャーロック・ホームズ J.オブライエン／著 東京化学同人 933 ﾄﾞｲ
マハラジャの葬列 アビール・ムカジー／著 早川書房 933 ﾑｶ
ロンドン謎解き結婚相談所 アリスン・モントクレア／著 東京創元社 B 933 ﾓﾝ
奴婢訓（ぬひくん） スウィフト／作 岩波書店 B 934 ｽｳ
宇宙の春 ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘｭ
光のない。 エルフリーデ・イェリネク／著 白水社 942 ｲｴ
レストラン「ドイツ亭」 アネッテ・ヘス／著 河出書房新社 943 ﾍｽ
鍵穴 ヨルン・リーエル・ホルスト／著 小学館 B 949.6 ﾎﾙ

グレゴワールと老書店主 マルク・ロジェ／著 東京創元社 953 ﾛｼﾞ


