
29 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

31

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

23 金 祝日(スポーツの日)　休館

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 図書館協議会（午後７時から１時間程度）

石　　部 甲　　西

1 木 木曜日　休館

4 日

2 金

3 土

5 月

金

土 調べる学習相談会（要申込）

「図書館だより」 2021年７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

図書館協議会

◇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】７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】７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

７月７日（水）の図書館協議会は３名まで傍聴できます。

（要申込）。詳しくは甲西図書館にお問合せください。

身近な疑問や興味のあることを、図書館

の本を使って調べてみましょう。テーマの

見つけ方、本のさがし方などをサポートす

る相談会を開催します。

【日時】7月31日（土）、8月５日（木）

8月７日（土）

①11時～ ②14時30分～

各回30分程度

【場所】甲西図書館２階 視聴覚室

【対象】市内在住・在学の小学生と中学生

【持ち物】筆記用具

【定員】各回 ５組

【申込方法】

７月１日午前10時から受付開始

甲西図書館カウンター

電話 72-5550

夏休み調べる学習相談会

（要申込） 甲西

甲西
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移動図書館車マツゾウくん

７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

の執務時間中。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。）

湖
南
市
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
甲
賀
市
の
図
書
館
で
も
本
が
借
り
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

希望が丘文化公園50周年記

念事業「希望が丘写真展」

【場所】甲西図書館 １階

【期間】７月14日（水）

～25日（日）

オビコン2021

市内中学生が作った本の帯を

展示します。

【場所】甲西図書館 １階

【期間】７月28日（水）

～８月５日（木）

【場所】石部図書館

【期間】８月24日（火）

～９月３日（金）

展示

雑誌スポンサーのみなさま

湖南市工業会

湖南市商工会女性部

株式会社小西自動車

トヨタ紡織滋賀株式会社

美松電気株式会社

他２人

（敬称略、50音順）

水口ライオンズクラブ 様

移動図書館車マツゾウくん用に

児童書をご寄贈いただきました。

甲西 石部

阿星あかつき保育園 7月1日（木） 午後1時30分～2時
HOPPA石部南 7月1日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 7月2日（金） 午後1時～1時30分
岩根東農業集落センター 7月2日（金） 午後2時45分～3時15分
認定こども園水戸幼稚園 7月7日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 7月7日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 7月7日（水） 午後2時45分～3時15分
下田小学校 7月8日（木） 午後0時55分～1時20分
下田こども園 7月8日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 7月8日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 7月9日（金） 午後1時～1時30分
HOPPA湖南水戸 7月9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) 7月9日（金） 午後2時30分～3時
三雲くじら保育園 7月14日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 7月14日（水） 午後2時15分～2時45分
認定子ども園ひかり幼稚園 7月15日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 7月15日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 7月15日（木） 午後2時30分～3時
光星学園三雲幼稚園 7月16日（金） 午後0時45分～1時15分
HOPPA石部 7月16日（金） 午後1時45分～2時15分
石部保育園 7月16日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 7月23日（金） 午前11時～11時30分
石部南まちづくりセンター 7月24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
すぐそこにあるサイバーセキュリティーの罠 勝村　幸博／著 日経BP 007.3 ｽ
児童図書館の先駆者たち 東京子ども図書館／編纂 東京子ども図書館 016.2 ｼﾞ
涙と聖者 E.M.シオラン／著 紀伊國屋書店 139.3 ﾅ
人は簡単には騙されない ヒューゴ・メルシエ／著 青土社 141.5 ﾋ
土偶を読む 竹倉　史人／著 晶文社 210.2 ﾄﾞ
災害とたたかう大名たち 藤田　達生／著 KADOKAWA 215.6 ｻ
沖縄戦の子どもたち 川満　彰／著 吉川弘文館 219.9 ｵ
会社で働く 松井　大助／著 ぺりかん社 366.2 ｶ
多様な社会はなぜ難しいか 水無田　気流／著 日経BP日本経済新聞出版本部 367.2 ﾀ
どうしても頑張れない人たち 宮口　幸治／著 新潮社 368.7 ﾄﾞ
自立生活楽し!! 佐々木　和子／編著 解放出版社 369.2 ｼﾞ
「自分らしさ」と日本語 中村　桃子／著 筑摩書房 810.1 ｼﾞ
日本語とにらめっこ モハメド・オマル・アブディン／著 白水社 810.7 ﾆ

　　政治・経済
北アイルランドを目撃する 佐藤　亨／写真・文 水声社 302.3 ｷ
偉い人ほどすぐ逃げる 武田　砂鉄／著 文藝春秋 304 ｴ
「オピニオン」の政治思想史 堤林　剣／著 岩波書店 311.2 ｵ
日本政治史講義 御厨　貴／著 有斐閣 312.1 ﾆ
幽霊消防団員 高橋　祐貴／著 光文社 317.7 ﾕ
「敦煌」と日本人 榎本　泰子／著 中央公論新社 319.1 ﾄ
9条の戦後史 加藤　典洋／著 筑摩書房 323.1 ｷ
命に<価格>をつけられるのか ハワード・スティーヴン・フリードマン／著 慶應義塾大学出版会 331.0 ｲ
クルドの夢ペルーの家 乾　英理子／編著 論創社 334.4 ｸ
コロナ倒産の真相 帝国データバンク情報部／著 日経BP日本経済新聞出版本部 335.2 ｺ

　　科学・医学・工学
二つの文化と科学革命 チャールズ・P.スノー／著 みすず書房 404 ﾌ
「役に立たない」研究の未来 初田　哲男／著 柏書房 407 ﾔ
それはあくまで偶然です ジェフリー・S.ローゼンタール／著 早川書房 417 ｿ
生物発光の謎を解く 近江谷　克裕／著 シーアンドアール研究所 431.5 ｾ
方向音痴って、なおるんですか? 吉玉　サキ／著 交通新聞社 448.9 ﾎ
絶滅魚クニマスの発見 中坊　徹次／著 新潮社 487.6 ｾﾞ
感じるオープンダイアローグ 森川　すいめい／著 講談社 493.7 ｶ
在宅医療の真実 小豆畑　丈夫／著 光文社 498 ｻﾞ
分水嶺（ぶんすいれい） 河合　香織／著 岩波書店 498.6 ﾌﾞ
江若鉄道　上 高橋　修／著 カルチュア・エンタテインメント株式 536.1 ｺ 1
あのころ 林　賢之輔／著 舵社 556.7 ｱ
陶磁考古学入門 野上　建紀／著 勁草書房 573.2 ﾄ

　　芸術・スポーツ
もっと知りたいイサム・ノグチ 新見　隆／著 東京美術 712.5 ﾉ
異形のものたち 中野　京子／著 NHK出版 723.0 ｲ
一度きりの大泉の話 萩尾　望都／著 河出書房新社 726.1 ﾊｷﾞ
鉄に生きる 山崎　エリナ／撮影 グッドブックス 748 ﾃ
十六歳のモーツァルト 小倉　孝保／著 KADOKAWA 762.1 ｶﾄ
アニメーションの女王たち ナサリア・ホルト／著 フィルムアート社 778.7 ｱ
心が震えるか、否か。 香川　真司／著 幻冬舎 783.4 ｶｶﾞ
私のスケート愛 浅田　真央／著 文藝春秋 784.6 ｱｻ
“無人地帯”の遊び方 高橋　庄太郎／編著 グラフィック社 786 ﾑ
大相撲40年史 小谷野　敦／著 筑摩書房 788.1 ｵ

5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
生き残る作家、生き残れない作家 冲方　丁／著 早川書房 901.3 ｲ
感染症文学論序説 石井　正己／著 河出書房新社 910.2 ｶ
キリンが小説を読んだら 読売新聞文化部「本よみうり堂」／編 書肆侃侃房 910.2 ｷ
阿佐田哲也はこう読め! 北上　次郎／著 田畑書店 L ｱｻ
石井桃子の日本昔話 杉山　きく子／編著 「がんばれ!東京子ども図書館」の会 L ｲｼ
乱歩とモダン東京 藤井　淑禎／著 筑摩書房 L ｴﾄﾞ
クラムボンはかぷかぷわらったよ 澤口　たまみ／著 岩手日報社 L ﾐﾔ
訴歌（そか） 阿部　正子／編 皓星社 911.0 ｿ
万葉集の基礎知識 上野　誠／編 KADOKAWA 911.1 ﾏ
花と緑の歳時記365日 俳句αあるふぁ編集部／編 毎日新聞出版 911.3 ﾊ
どこからか言葉が 谷川　俊太郎／著 朝日新聞出版 911.5 ﾀ
げんじものがたり 紫式部／著 講談社 913.3 ｹﾞ
レンタルフレンド 青木　祐子／著 集英社 F ｱｵ
死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼／著 ポプラ社 F ｱﾔ
ブルーインク・ストーリー 安西　カオリ／著 新潮社 F ｱﾝ
いつものBarで、失恋の謎解きを 大石　大／著 双葉社 F ｵｵ
たぬきが見ていた 大貫　亜美／著 集英社 F ｵｵ
くらすたのしみ 甲斐　みのり／著 mille books F ｶｲ
明るい夜・かもめの日 黒川　創／著 春陽堂書店 F ｸﾛ
拠るべなき時代に 後藤　正治／著 ブレーンセンター F ｺﾞﾄ
まだ人を殺していません 小林　由香／著 幻冬舎 F ｺﾊﾞ
探偵になんて向いてない 桜井　鈴茂／著 双葉社 F ｻｸ
ここじゃない世界に行きたかった 塩谷　舞／著 文藝春秋 F ｼｵ
博覧男爵 志川　節子／著 祥伝社 F ｼｶﾞ
精密と凶暴 関　俊介／著 光文社 F ｾｷ
「ことば」に殺される前に 高橋　源一郎／著 河出書房新社 F ﾀｶ
へんこつ 谷　治宇／著 角川春樹事務所 F ﾀﾆ
声の在りか 寺地　はるな／著 KADOKAWA F ﾃﾗ
パリのおうち時間 中村　江里子／著 扶桑社 F ﾅｶ
硝子戸（がらすど）のうちそと 半藤　末利子／著 講談社 F ﾊﾝ
東京のぼる坂くだる坂 ほしお　さなえ／著 筑摩書房 F ﾎｼ
匣（はこ）の人 松嶋　智左／著 光文社 F ﾏﾂ
ミステリーは非日常とともに! 未須本　有生／著 南雲堂 F ﾐｽ
エラー 山下　紘加／著 河出書房新社 F ﾔﾏ
風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子／著 東京創元社 F ﾔﾖ
黒牢城（こくろうじょう） 米澤　穂信／著 KADOKAWA F ﾖﾈ
南北朝の宮廷誌 小川　剛生／著 吉川弘文館 915.4 ﾆｼﾞ
四分の一世界旅行記 石川　宗生／著 東京創元社 915.6 ｲｼ
鉄道無常 酒井　順子／著 KADOKAWA 915.6 ｻｶ
東京ディストピア日記 桜庭　一樹／著 河出書房新社 916 ｻｸ
愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内　寂聴／著 宝島社 917 ｾ

　　外国文学
複眼人（ふくがんじん） 呉　明益／著 KADOKAWA 923.7 ｳ
台北プライベートアイ 紀　蔚然／著 文藝春秋 923.7 ｷ
四月のミ、七月のソ キム　ヨンス／著 駿河台出版社 929.1 ｷﾑ
もう死んでいる十二人の女たちと パク　ソルメ／著 白水社 929.1 ﾊﾟｸ
ホレーショーの哲学 外山　滋比古／著 展望社 930.4 ﾄﾔ
キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 東京創元社 933 ｺﾅ
少年は世界をのみこむ トレント・ダルトン／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ﾀﾞﾙ
帰らざる故郷 ジョン・ハート／著 早川書房 933 ﾊﾄ
Arc（アーク） ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘｭ
ぼく自身のノオト ヒュー・プレイサー／著 創元社 934.7 ﾌﾟﾚ
キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン／著 新潮社 949.3 ﾃﾚ
花の子ども オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル 早川書房 949.5 ｵｲ
王の没落 イェンセン／作 岩波書店 B 949.7 ｲｪ

僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 953.7 ﾙﾒ
スモッグの雲 イタロ・カルヴィーノ／著 鳥影社 973 ｶﾙ
誘拐 マウリツィオ・デ・ジョバンニ／著 東京創元社 B 973 ﾃﾞｼﾞ


