
29 日

31

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

27 金

28 土

30

19 木 木曜日　休館

22 日

23 月 月曜日　休館

20 金

21 土

おはなしの森（要申込）

14 土

15 日

18 水 水曜日　休館

16 月 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

木曜日　休館 調べる学習相談会（要申込）

8 日 祝日(山の日)　休館 祝日（山の日）休館

12 木 木曜日　休館

9 月 月曜日　休館

6 金

7 土 調べる学習相談会（要申込）

石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

5 木

月 月曜日　休館

火 火曜日　休館

「図書館だより」 2021年8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】８月 20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】８月 13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

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】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。

夏休み調べる学習相談会

（要申込） 甲西

お盆も通常どおり開館しています

どうぞご利用ください

水分補給をしましょう

熱中症予防のため、水筒やペットボトルなどふたのついた飲み

物を館内に持ち込むことができます。こまめに水分補給をしま

しょう。
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移動図書館車マツゾウくん

８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。）

小
学
生
向
け
の
ブ
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ト
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し
て
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。
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出
中
の
本
は
予
約
す
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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 甲西石部

Q.図書館のホームページで本などを探せますか？
A.湖南市立図書館ホームページの「資料検索」のメニューから湖南市立図書館の蔵書を探すことがで
きます。人気のある本や、予約の多い本、図書館にある雑誌タイトルの一覧を見ることもできます。

Q.図書館のホームページで本などの予約はできますか？。
A.貸出中の資料と雑誌の最新号の予約申し込みができます。借りられるようになったら、図書館から
電話またはメールで連絡します。ホームページでの予約申し込みには図書館の利用カードとパスワー

ドが必要です。パスワードはカウンターでもすぐに発行できます。ご自分でパスワードを発行する場

合は図書館のホームページをご覧ください。

Q.図書館のホームページで返却期限を延ばせますか？
A.返却期限を、１回だけ延長することができます。（図書館ホームページ→利用照会→貸出中一覧→
詳細→貸出延長ボタンをクリックしてください。利用にはパスワードが必要です。次の予約がある場

合や返却期限がすぎている場合は延長ができません。）

平和祈念ポスター・パネル展

【場所】甲西図書館 １階

【期間】８月６日（金）～15日（日）

統計グラフコンクール作品展

【場所】甲西図書館 １階

【期間】８月18日（水）～29日（日）

おうちでも、図書館

阿星あかつき保育園 8月5日（木） 午前10時45分～11時15分
岩根東農業集落センター 8月6日（金） 午後2時45分～3時15分
北山台自治会館 8月11日（水） 午後2時45分～3時15分
下田まちづくりセンター 8月12日（木） 午後2時15分～2時45分
京進のほいくえんHOPPA湖南水戸 8月13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) 8月13日（金） 午後2時30分～3時
三雲くじら保育園 8月18日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 8月18日（水） 午後2時15分～2時45分
菩提寺まちづくりセンター 8月19日（木） 午後2時30分～3時
京進のようちえんHOPPA石部 8月20日（金） 午後1時45分～2時15分
石部保育園 8月20日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 8月27日（金） 午前11時～11時30分
石部南まちづくりセンター 8月28日（土） 正午～午後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
大宅壮一（おおやそういち）文庫解体新書 阪本　博志／編 勉誠出版 016.5 ｵ
哲学者・木田元 大塚　信一／著 作品社 104 ﾃ
尊皇攘夷 片山　杜秀／著 新潮社 121.5 ｿ
生物学的に、しょうがない! 石川　幹人／著 サンマーク出版 140.4 ｾ
いのちを輝かせるもの 柏木　哲夫／著 いのちのことば社 198.3 ｲ
埴輪（はにわ）は語る 若狭　徹／著 筑摩書房 210.3 ﾊ
国民義勇戦闘隊と学徒隊 斉藤　利彦／著 朝日新聞出版 210.7 ｺ
ヒロシマの空白 中国新聞社報道センターヒロシマ平和メディアセンター／著 中国新聞社 217.6 ﾋ
一冊でわかるインド史 水島　司／監修 河出書房新社 225 ｲ
男尊女卑 成清　弘和／著 明石書店 367.2 ﾀﾞ
ひきこもっていても元気に生きる 高井　逸史／編著 新日本出版社 367.6 ﾋ
つながり続けるこども食堂 湯浅　誠／著 中央公論新社 369.4 ﾂ
フィールド言語学者、巣ごもる。 吉岡　乾／著 創元社 804 ﾌ

　　政治・経済
無と意識の人類史 広井　良典／著 東洋経済新報社 304 ﾑ
本当に君は総理大臣になれないのか 小川　淳也／著 講談社 310.4 ﾎ
女たちのポリティクス ブレイディみかこ／著 幻冬舎 312.8 ｵ
「自由」の危機 藤原　辰史／ほか著 集英社 316.1 ｼﾞ
地域研究ハンドブック 中野　邦彦／著 勁草書房 318.0 ﾁ
室町・戦国時代の法の世界 日本史史料研究会／監修 吉川弘文館 322.1 ﾑ
資源争奪の世界史 平沼　光／著 日経BP日本経済新聞出版本部 334.7 ｼ
伝説の経営者たちの成功と失敗から学ぶ経営者図鑑 鈴木　博毅／著 かんき出版 335.1 ｽ
江戸式マーケ 川上　徹也／著 文藝春秋 675 ｴ
パッケージツアーの文化誌 吉田　春生／著 草思社 689.6 ﾊﾟ

　　科学・医学・工学
読む・打つ・書く 三中　信宏／著 東京大学出版会 407 ﾖ
数学独習法 冨島　佑允／著 講談社 410 ｽ
ニホニウム 小浦　寛之／著 共立出版 429.5 ﾆ
生きている化石図鑑 土屋　健／著 笠倉出版社 457 ｲ
京大おどろきのウイルス学講義 宮沢　孝幸／著 PHP研究所 465.8 ﾐ
キリンの保育園 齋藤　美保／著 京都大学学術出版会 489.8 ｷ
壊れた脳と生きる 鈴木　大介／著 筑摩書房 493.7 ｺ
子どもの目が危ない 大石　寛人／著 NHK出版 496.4 ｺ
自粛するサル、しないサル 正高　信男／著 幻冬舎 498.6 ｼﾞ
気候崩壊 宇佐美　誠／著 岩波書店 519 ｷ
紫禁城から故宮へ 単　士元／著 グローバル科学文化出版 522.2 ｼ
2035年「ガソリン車」消滅 安井　孝之／著 青春出版社 537.0 ﾆ

　　芸術・スポーツ
街場の芸術論 内田　樹／著 青幻舎 704 ﾏ
職業は専業画家 福井　安紀／著 誠文堂新光社 720.7 ｼ
戦争×漫画 水木　しげる／著 小学館 726.1 ｾ
良い写真とは? ハービー・山口／著 トゥーヴァージンズ 740.4 ﾖ
古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹／著 文藝春秋 760.8 ﾌ
演劇入門 鴻上　尚史／著 集英社 770 ｴ
ジェンダーで見るヒットドラマ 治部　れんげ／著 光文社 778.8 ｼﾞ
証言大谷翔平 張本　勲／ほか著 宝島社 783.7 ｵｵ
藤井聡太論 谷川　浩司／著 講談社 796.0 ﾌ
パチンコ 杉山　一夫／著 法政大学出版局 797.9 ﾊﾟ

6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
英文学者坪内逍遙（しょうよう） 亀井　俊介／著 松柏社 L ﾂﾎﾞ
クヌギ林の妖怪たち 斉藤　洋／著 講談社 L ﾄﾐ
究極の俳句 高柳　克弘／著 中央公論新社 911.3 ｷ
食卓で読む一句、二句。 夏井　いつき／著 ワニブックス 911.3 ﾅﾂ
琵琶湖と俳諧民俗誌 篠原　徹／著 サンライズ出版 911.3 ﾏﾂ
Transit（トランジット） 和合　亮一／著 ナナロク社 911.5 ﾜｺﾞ
虫たちの日本中世史 植木　朝子／著 ミネルヴァ書房 911.6 ﾑ
ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部　和重／著 毎日新聞出版 F ｱﾍﾞ
バブル、盆に返らず 甘糟　りり子／著 光文社 F ｱﾏ
光をえがく人 一色　さゆり／著 講談社 F ｲｯ
ナインストーリーズ 乙川　優三郎／著 文藝春秋 F ｵﾄ
いつも来る女の人 片岡　義男／著 左右社 F ｶﾀ
海神の子 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ
緊急事態下の物語 尾崎　世界観／著 河出書房新社 F ｷﾝ
枝の家 黒井　千次／著 文藝春秋 F ｸﾛ
雨の日は、一回休み 坂井　希久子／著 PHP研究所 F ｻｶ
新・人間関係のルール 辛酸　なめ子／著 光文社 F ｼﾝ
「あいだ」の思想 高橋　源一郎／著 大月書店 F ﾀｶ
なりたくて妖精になったわけじゃない 田中　経一／著 光文社 F ﾀﾅ
雨夜の星たち 寺地　はるな／著 徳間書店 F ﾃﾗ
万事快調(オール・グリーンズ) 波木　銅／著 文藝春秋 F ﾅﾐ
マルチの子 西尾　潤／著 徳間書店 F ﾆｼ
還らざる聖域 樋口　明雄／著 角川春樹事務所 F ﾋｸﾞ
生きづらさにまみれて 姫野　桂／著 晶文社 F ﾋﾒ
世阿弥最後の花 藤沢　周／著 河出書房新社 F ﾌｼﾞ
ヒトコブラクダ層ぜっと　上・下 万城目　学／著 幻冬舎 F ﾏｷ
トラッシュ 増島　拓哉／著 集英社 F ﾏｽ
まりも日記 真梨　幸子／著 講談社 F ﾏﾘ
骨を撫でる 三国　美千子／著 新潮社 F ﾐｸ
俺達の日常にはバッセンが足りない 三羽　省吾／著 双葉社 F ﾐﾂ
あなたにオススメの 本谷　有希子／著 講談社 F ﾓﾄ
夕暮れの草の冠（かんむり） 青木　淳悟／ほか著 柏書房 F ﾕｳ
罪の因果性 横関　大／著 KADOKAWA F ﾖｺ
新風記（しんぷうき） 吉川　永青／著 講談社 F ﾖｼ
彼岸花が咲く島 李　琴峰／著 文藝春秋 F ﾘ
芭蕉の天地 高野　公一／著 朔出版 915.5 ﾏﾂ
南の風に誘われて 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ
薬を食う女たち 五所　純子／著 河出書房新社 916 ｺﾞｼ
パンデミック日記 「新潮」編集部／編 新潮社 916 ﾊﾟﾝ
わが米本土爆撃 藤田　信雄／著 毎日ワンズ 916 ﾌｼﾞ
みんな水の中 横道　誠／著 医学書院 916 ﾖｺ

　　外国文学
三体　3 上・下 劉　慈欣／著 早川書房 923.7 ﾘｳ 
声をあげます チョン　セラン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｮ
たそがれ 黄　晰暎／著 クオン 929.1 ﾌｧ
エラリー・クイーン創作の秘密 ジョゼフ・グッドリッチ／編 国書刊行会 930.2 ｸｲ
嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 ラルフ・ジェームズ・サヴァリーズ／著 みすず書房 930.2 ｻｳﾞ
こうしてあなたたちは時間戦争に負ける アマル・エル=モフタール／著 早川書房 933 ｴﾙ
結婚という物語 タヤリ・ジョーンズ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933 ｼﾞｮ
裏切りの塔 G.K.チェスタトン／著 東京創元社 B 933 ﾁｪ
囁き男 アレックス・ノース／著 小学館 B 933 ﾉｽ
怪奇疾走 ジョー・ヒル／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933 ﾋﾙ
蜂の物語 ラリーン・ポール／著 早川書房 933 ﾎﾟﾙ
汚れなき子 ロミー・ハウスマン／著 小学館 B 943 ﾊｳ
愛の自転車 ペール・J.アンデション／著 徳間書店 949.8 ｱﾝ
ランボーはなぜ詩を棄てたのか 奥本　大三郎／著 集英社インターナショナル 951 ﾗﾝ
30年目の待ち合わせ エリエット・アベカシス／著 早川書房 953.7 ｱﾍﾞ
理不尽ゲーム サーシャ・フィリペンコ／著 集英社 983 ﾌｨ


