
水 水曜日　休館

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 本のリサイクル（要申込）

9 水 水曜日　休館

6 日

7 月 月曜日　休館

13 日 本のリサイクル（要申込）

10 木 木曜日　休館

11 金

14 月 月曜日　休館

15 火 本のリサイクル（要申込） 火曜日　休館

18 金 おはなしの森（要申込）

16 水 水曜日　休館

17 木 木曜日　休館

月 月曜日　休館
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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

29 火 火曜日　休館

24 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

25 金

26 土

27 日

28

「図書館だより」 2021年６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】６月 18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】６月 11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

本のリサイクル（要申込）

古くなった図書館資料のうち、再利用が可

能な本を、市民の皆さんに無料でお譲りし

ます。実用書が中心です。小説、児童書、

雑誌はありません。

【日時】６月12日（土）13日（日）

15日（火）

①10時30分～11時00分

②11時15分～11時45分

③13時15分～13時45分

④14時00分～14時30分

⑤14時45分～15時15分

⑥15時30分～16時 00分

⑦16時15分～16時45分

【場所】 石部文化ホール１階 ロビー

【定員】 各回 １０人

【申込方法】６月１日（火）午前10時

から、石部図書館の電話およびカウンター

で予約を受け付けます。

石部

予約資料の連絡は、メールが早くて便利です。
メールアドレスをご登録いただくと、予約の資料が用意でき

た時は、「メールでお知らせ」します。 電話に応対すること

なく、メールで即座に確認できます。メールアドレスの登録

は図書館ホームページや、図書館カウンターでもできます。
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2021年６月１日から、湖南市にお住まいの方は、

甲賀市内にある５つの図書館を利用することができます。

①いずれかの甲賀市図書館で利用カード作成の登録手続きをしてください。

（免許証・保険証など、住所が確認できるものが必要です。）利用カードは

６月１日から作成することができます。

②甲賀市図書館で貸出手続きを行ってください。

※甲賀市図書館で借りた本は、甲賀市図書館に返してください。（湖南市立図書館では返却

できません）

※甲賀市図書館で本の予約はできません。図書館の棚にある本のみの利用になります。

詳しくはチラシか図書館ホームページをごらんください。

移動図書館車マツゾウくん

6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

の開館時間中。新型コロナウィルス感染症の影響により、開館時間の変更がある場合があります。）

６月から甲賀市図書館で本が借りられます。
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たぬ吉

甲賀市図書館キャラクター

ポン子

甲賀市図書館キャラクター

甲賀市図書館
ホームページ

阿星あかつき保育園 6月3日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 6月3日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 6月4日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 6月4日（金） 午後2時45分～3時15分
認定こども園水戸幼稚園 6月9日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 6月9日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 6月9日（水） 午後2時45分～3時15分
下田小学校 6月10日（木） 午後0時35分～1時
下田こども園 6月10日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 6月10日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 6月11日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 6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) 6月11日（金） 午後2時30分～3時
三雲くじら保育園 6月16日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 6月16日（水） 午後2時15分～2時45分
光星学園ひかり幼稚園 6月17日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 6月17日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 6月17日（木） 午後2時30分～3時
光星学園三雲幼稚園 6月18日（金） 午後0時45分～1時15分
HOPPA石部 6月18日（金） 午後1時45分～2時15分
石部保育園 6月18日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 6月25日（金） 午前11時～11時30分
石部南まちづくりセンター 6月26日（土） 午後0時～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
エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい 四禮　静子／著 技術評論社 007.6 ｴ
時代を撃つノンフィクション100 佐高　信／著 岩波書店 019.9 ｼﾞ
「生きがい」と出会うために 若松　英輔／著 NHK出版 113 ｶﾐ
人間の器 丹羽　宇一郎／著 幻冬舎 159 ﾆ
古代日本の官僚 虎尾　達哉／著 中央公論新社 210.3 ｺ
古文書・古絵図で読む木曽三川流域 石川　寛／編著 風媒社 215.3 ｺ
一冊でわかるスペイン史 永田　智成／編著 河出書房新社 236 ｲ
氏名の誕生 尾脇　秀和／著 筑摩書房 288.1 ｼ
「低度」外国人材 安田　峰俊／著 KADOKAWA 366.8 ﾃ
アンダークラス化する若者たち 宮本　みち子／編著 明石書店 367.6 ｱ
さあ、生活保護を受けましょう! 外場　あたる／著 唯学書房 369.2 ｻ
ベーシックコーパス言語学 石川　慎一郎／著 ひつじ書房 801.0 ﾍﾞ
辞書編集者が選ぶ美しい日本語101 神永　曉／著 時事通信出版局 810.4 ｶ

　　政治・経済
素顔の現代インド 田所　昌幸／編 慶應義塾大学東アジア研究所 302.2 ｽ
Numbers Don't Lie バーツラフ・シュミル／著 NHK出版 304 ﾅ
石橋湛山（たいざん）の65日 保阪　正康／著 東洋経済新報社 312.1 ｲ
警視庁科学捜査官 服藤　恵三／著 文藝春秋 317.7 ｹ
地域を支えるエッセンシャル・ワーク 山谷　清志／編著 ぎょうせい 318.2 ﾁ
条文の読み方 法制執務・法令用語研究会／著 有斐閣 320 ｼﾞ
こうすれば絶対よくなる!日本経済 田原　総一朗／著 アスコム 332.1 ｺ
今さら聞けない投資の超基本 泉　美智子／著 朝日新聞出版 338.1 ｲ
ブランド米開発競争 熊野　孝文／著 中央公論新社 616.2 ﾌﾞ
新プレスリリース道場 井上　岳久／著 宣伝会議 674.6 ｼ

　　科学・医学・工学
人物でよみとく化学 藤嶋　昭／著 朝日学生新聞社 430.2 ｼﾞ
ウンチ化石学入門 泉　賢太郎／著 集英社インターナショナル 457.8 ｳ
寿命遺伝子 森　望／著 講談社 467.2 ﾓ
子どもと一緒に覚えたい木の実の名前 小南　陽亮／監修 マイルスタッフ 471.1 ｺ
がんと癌は違います 山本　健人／著 幻冬舎 490.4 ｶﾞ
誰がために医師はいる 松本　俊彦／著 みすず書房 493.7 ﾀ
スピルオーバー デビッド・クアメン／著 明石書店 493.8 ｽ
養老先生、病院へ行く 養老　孟司／著 エクスナレッジ 498.0 ﾖ
精神科医が見つけた3つの幸福 樺沢　紫苑／著 飛鳥新社 498.3 ｾ
液体 マーク・ミーオドヴニク／著 インターシフト 501.4 ｴ
気候を操作する 杉山　昌広／著 KADOKAWA 519 ｷ
JAL機長たちが教えるパイロット雑学 日本航空／編 JALブランドコミュニケーション 538.0 ｼﾞ

　　芸術・スポーツ
渡辺省亭（わたなべせいてい） 渡辺　省亭／画 小学館 721.9 ﾜ
モネへの招待 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 723.3 ﾓ
これでおしまい 篠田　桃紅／著 講談社 728.2 ｼﾉ
バイエルの刊行台帳 小野　亮祐／著 音楽之友社 763.2 ﾊﾞ
語り芸パースペクティブ 玉川　奈々福／編著 晶文社 770.4 ｶ
私が欲しかったもの 原　裕美子／著 双葉社 782.3 ﾊ
プロ野球チームの社員 高木　大成／著 ワニブックス 783.7 ﾌﾟ
イカ先生のアオリイカ学 富所　潤／著 成山堂書店 787.1 ｲ
世界のおすもうさん 和田　靜香／文 岩波書店 788.1 ｾ
阿川佐和子のこの棋士に会いたい 阿川　佐和子／著 文藝春秋 796.0 ｱ

4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
創作講座 料理を作るように小説を書こう 山本　弘／著 東京創元社 901.3 ｿ
女ともだち はらだ　有彩／著 大和書房 902.0 ｵ
児童文学の中の家 深井　せつ子／著 エクスナレッジ 909 ｼﾞ
少しぐらいの噓は大目に 向田　邦子／著 新潮社 B L ﾑｺ
古木巡礼 倉本　聰／著 文藝春秋 911.5 ｸ
息子のボーイフレンド 秋吉　理香子／著 U-NEXT F ｱｷ
日向を掬（すく）う 朝倉　宏景／著 双葉社 F ｱｻ
百合中毒 井上　荒野／著 集英社 F ｲﾉ
悪魔には悪魔を 大沢　在昌／著 毎日新聞出版 F ｵｵ
MR 久坂部　羊／著 幻冬舎 F ｸｻ
「女」のはなし 久世　光彦／著 河出書房新社 F ｸｾﾞ
とりあえず、本音を申せば 小林　信彦／著 文藝春秋 F ｺﾊﾞ
風の便り 小山　清／著 夏葉社 F ｺﾔ
義士切腹 佐々木　裕一／著 小学館 F ｻｻ
スイッチ 潮谷　験／著 講談社 F ｼｵ
家族って しまお　まほ／著 河出書房新社 F ｼﾏ
三人三昧 清水　ミチコ／著 中央公論新社 F ｼﾐ
自分をまるごと愛する7つのルール 下重　暁子／著 小学館 F ｼﾓ
われらの世紀 真藤　順丈／著 光文社 F ｼﾝ
その落とし物は誰かの形見かもしれない せきしろ／著 集英社 F ｾｷ
孤絶 芹沢　光治良／著 小学館 F ｾﾘ
破天荒 高杉　良／著 新潮社 F ﾀｶ
オオカミ県 多和田　葉子／文 論創社 F ﾀﾜ
二十面相暁に死す 辻　真先／著 光文社 F ﾂｼﾞ
沈黙の終わり　上・下 堂場　瞬一／著 角川春樹事務所 F ﾄﾞｳ
緑陰深きところ 遠田　潤子／著 小学館 F ﾄｵ
愛は魂の奇蹟的行為である なかにし　礼／著 毎日新聞出版 F ﾅｶ
日華ミステリーアンソロジー 島田　荘司／選 講談社 F ﾆｯ
対になる人 花村　萬月／著 集英社 F ﾊﾅ
蝶として死す 羽生　飛鳥／著 東京創元社 F ﾊﾆ
夜想曲…別れ 早坂　真紀／著 光文社 F ﾊﾔ
僕たちの正義 平沼　正樹／著 産業編集センター F ﾋﾗ
依存 文縞　絵斗／著 講談社 F ﾌﾐ
最高のアフタヌーンティーの作り方 古内　一絵／著 中央公論新社 F ﾌﾙ
セゾン・サンカンシオン 前川　ほまれ／著 ポプラ社 F ﾏｴ
ジュリーの世界 増山　実／著 ポプラ社 F ﾏｽ
おじさんはどう生きるか 松任谷　正隆／著 中央公論新社 F ﾏﾂ
男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田　青子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ
エレジーは流れない 三浦　しをん／著 双葉社 F ﾐｳ
鷹の城 山本　巧次／著 光文社 F ﾔﾏ
白鯨 夢枕　獏／著 KADOKAWA F ﾕﾒ

　　外国文学
別の人 カン　ファギル／著 エトセトラブックス 929.1 ｶﾝ
きみは知らない チョン　イヒョン／著 新泉社 929.1 ﾁｮ
テスラの超兵器を粉砕せよ　上・下 クライブ・カッスラー／著 扶桑社 B 933 ｶﾂ
アウトサイダー　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ
用心棒　続 デイヴィッド・ゴードン／著 早川書房 933 ｺﾞﾄﾞ 2
ロード・ジム ジョゼフ・コンラッド／著 河出書房新社 B 933 ｺﾝ
復讐の家 ステフ・チャ／著 集英社 B 933 ﾁｬ
漂泊者 ジム・トンプスン／著 文遊社 933 ﾄﾝ
旱魃（かんばつ）世界 J.G.バラード／著 東京創元社 B 933 ﾊﾞﾗ
過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド／著 東京創元社 933 ﾊﾝ
断絶 リン・マー／著 白水社 933 ﾏ
ピアニスト エルフリーデ・イェリネク／著 諏訪：鳥影社・ロゴス企画 943.7 ｲｪ
メッセージ トーベ・ヤンソン／著 フィルムアート社 949.8 ﾔﾝ
星の時 クラリッセ・リスペクトル／著 河出書房新社 969.3 ﾘｽ
戻ってきた娘 ドナテッラ・ディ・ピエトラントニオ／著 小学館 973 ﾃﾞｨ
ミシンの見る夢 ビアンカ・ピッツォルノ／著 河出書房新社 973 ﾋﾟｯ


