
木 木曜日　休館 月末整理日　休館

石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土

2 木 木曜日　休館

3 金

5 日

8 水 水曜日　休館

12 日 雑誌のリサイクル（要申込）

9 木 木曜日　休館

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

13 月 月曜日　休館

10 金

11 土 雑誌のリサイクル（要申込）

14 火 雑誌のリサイクル（要申込） 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館

18 土

16 木 木曜日　休館

17 金 おはなしの森（要申込）

火 火曜日　休館
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19 日

22 水 水曜日　休館

23 木 木曜日　休館 祝日（秋分の日）休館

20 月 祝日(敬老の日)　休館

21 火 火曜日　休館

月曜日　休館

29 水 水曜日　休館

24 金

25 土

26 日

27 月 月曜日　休館
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「図書館だより」 2021年9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】９月 17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】９ 月 10 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

雑誌のリサイクル（要申込）

古くなった図書館資料のうち、再利用が可

能な雑誌を、市民の皆さんに無料でお譲り

します。

【日時】9月11日（土）12日（日）

14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】９月３日（金）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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移動図書館車マツゾウくん

９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。）

小説、ライトノベル、衣食住、児童書

絵と音で楽しむ外国語絵本

耳で聴く英語図書、

耳で聴く小説・落語などの電子書籍があります。

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
。

おうちで、電子図書館

電子図書館ホームページに

ログイン
本を選んで借りる

● 図書館の利用カード

● パスワード

● ５冊

● ２週間

借りられます。

パスワードは家でも、図書館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ホームページをご覧ください。

阿星あかつき保育園 9月2日（木） 午前10時45分～11時15分
京進のようちえんHOPPA石部南 9月2日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 9月3日（金） 午後1時～1時30分
岩根東農業集落センター 9月3日（金） 午後2時45分～3時15分
認定こども園水戸幼稚園 9月8日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 9月8日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 9月8日（水） 午後2時45分～3時15分
下田小学校 9月9日（木） 午後0時55分～1時20分
下田こども園 9月9日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 9月9日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 9月10日（金） 午後1時～1時30分
京進のほいくえんHOPPA湖南水戸 9月10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) 9月10日（金） 午後2時30分～3時
三雲くじら保育園 9月15日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 9月15日（水） 午後2時15分～2時45分
認定こども園ひかり幼稚園 9月16日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 9月16日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 9月16日（木） 午後2時30分～3時
京進のようちえんHOPPA石部 9月17日（金） 午後1時45分～2時15分
石部保育園 9月17日（金） 午後3時～3時30分
柑子袋まちづくりセンター 9月24日（金） 午前11時～11時30分
三雲幼稚園 9月24日（金） 午後1時～1時30分
石部南まちづくりセンター 9月25日（土） 正午～午後１時

が必要です。



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
10代のための読書地図 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 019.5 ｼﾞ
ネコは言っている、ここで死ぬ定めではないと 春日　武彦／著 イースト・プレス 114.2 ﾈ
スタンフォード大学の共感の授業 ジャミール・ザキ／著 ダイヤモンド社 141.6 ｽ
アイスクリームが教えてくれる 大野　裕／著 日経サイエンス社 146.8 ｱ
法華経 植木　雅俊／著 NHK出版 183.3 ﾎ
歴史の鑑定人 ネイサン・ラーブ／著 草思社 204 ﾚ
今に息づく江戸時代 大石　学／著 吉川弘文館 210.5 ｲ
東南アジア史10講 古田　元夫／著 岩波書店 223 ﾄ
限界から始まる 上野　千鶴子／著 幻冬舎 367.1 ｹﾞ
喰うか喰われるか 溝口　敦／著 講談社 368.5 ｸ
親が亡くなった「ぼくは、どこで暮らしたらいいんや」山下　幹雄／著 ぶどう社 369.2 ﾔ
31cm Japan Hair Donation & Charity／監修 KuLaScip 369.4 ｻ
10代の時のつらい経験、私たちはこう乗り越えました しろやぎ　秋吾／著 KADOKAWA 371.4 ｼﾞ

　　政治・経済
サボる哲学 栗原　康／著 NHK出版 304 ｻ
真説日本左翼史 池上　彰／著 講談社 309.3 ｼ
多数決は民主主義のルールか? 斎藤　文男／著 花伝社 311.7 ﾀ
ミャンマー政変 北川　成史／著 筑摩書房 312.2 ﾐ
外交交渉四〇年薮中三十二回顧録 薮中　三十二／著 ミネルヴァ書房 319.1 ｶﾞ
夫婦をやめたい 南　和行／著 集英社 324.6 ﾌ
地球を壊す暮らし方 ウルリッヒ・ブラント／著 岩波書店 332.0 ﾁ
DXのリアル・ノウハウ 冨山　和彦／著 PHP研究所 336.1 ﾃﾞ
コンビニからアジアを覗く 佐藤　寛／編 日本評論社 673.8 ｺ
ドムドムの逆襲 藤崎　忍／著 ダイヤモンド社 673.9 ﾄﾞ

　　科学・医学・工学
理系の「なぜ?」がわかる本 小谷　太郎／著 青春出版社 404 ｺ
文系のためのめっちゃやさしい虚数 山本　昌宏／監修 ニュートンプレス 412 ﾌﾞ
爆発する宇宙 戸谷　友則／著 講談社 440 ﾄ
ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口　満／著 岩波書店 462.1 ｹﾞ
エビとカニの博物誌 大森　信／著 築地書館 485.3 ｴ
もしも人食いワニに嚙まれたら! 福田　雄介／著 青春出版社 487.9 ﾓ
ケアとは何か 村上　靖彦／著 中央公論新社 492.9 ﾑ
認知症そのままでいい 上田　諭／著 筑摩書房 493.7 ﾆ
新たな医療危機を超えて 真野　俊樹／著 日本評論社 498.0 ｱ
ざんねんな日本のものづくり 日本知財標準事務所／著 総合法令出版 507.2 ｻﾞ
世界の名建築解剖図鑑 オーウェン・ホプキンス／著 エクスナレッジ 523 ｾ
いまこそ使いたい時刻表活用術 木村　嘉男／著 天夢人 536.1 ｲ

　　芸術・スポーツ
評伝渡辺省亭 古田　あき子／著 小学館 721.9 ﾜﾀ
和田誠のたね 和田　誠／著 スイッチ・パブリッシング 726.5 ﾜﾀﾞ
お父さん、まだだいじょうぶ?日記 加瀬　健太郎／著 リトルモア 740.2 ｶｾ
パート・ド・ヴェール 由水　直樹／著 誠文堂新光社 751.5 ﾖ
生きがいのボランティアおもちゃドクター 市来　歳世彦／著 梟社 759 ｲ
仁義なき戦い菅原文太伝 松田　美智子／著 新潮社 778.2 ｽｶﾞ
コロナとオリンピック 石坂　友司／著 人文書院 780.6 ｺ
ラストパス 中村　憲剛／著 KADOKAWA 783.4 ﾅｶ
証言初代タイガーマスク40年目の真実 佐山　聡／ほか著 宝島社 788.2 ﾀｲ
イメージと読みの将棋観ファイナル 藤井　聡太／著 日本将棋連盟 796 ｲ

7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
HONZ（ホンズ）が選んだノンフィクション 成毛　眞／編著 中央公論新社 902.6 ﾎ
挑発する少女小説 斎藤　美奈子／著 河出書房新社 909.3 ﾁ
佐藤愛子の世界 文藝春秋 L ｻﾄ
「メランコリア」とその他の詩 池澤　夏樹／著 書肆山田 911.5 ｲｹ
森のなかですきとおる 野呂　昶／著 竹林館 911.5 ﾉﾛ
山崎正和の遺言 片山　修／著 東洋経済新報社 912.6 ﾔﾏ
白光 朝井　まかて／著 文藝春秋 F ｱｻ
QUEEN 麻生　幾／著 角川春樹事務所 F ｱｿ
貝に続く場所にて 石沢　麻依／著 講談社 F ｲｼ
クレイジー・フォー・ラビット 奥田　亜希子／著 朝日新聞出版 F ｵｸ
亜ノ国ヘ 柏葉　幸子／著 KADOKAWA F ｶｼ
バニラな毎日 賀十　つばさ／著 幻冬舎 F ｶﾄ
道化むさぼる揚羽の夢の 金子　薫／著 新潮社 F ｶﾈ
氷柱（つらら）の声 くどう　れいん／著 講談社 F ｸﾄﾞ
ブラザーズ・ブラジャー 佐原　ひかり／著 河出書房新社 F ｻﾊ
月の淀む処（よどむところ） 篠　たまき／著 実業之日本社 F ｼﾉ
鳥がぼくらは祈り、 島口　大樹／著 講談社 F ｼﾏ
パンダより恋が苦手な私たち 瀬那　和章／著 講談社 F ｾﾅ
水たまりで息をする 高瀬　隼子／著 集英社 F ﾀｶ
源氏の白旗 武内　涼／著 実業之日本社 F ﾀｹ
オーバーヒート 千葉　雅也／著 新潮社 F ﾁﾊﾞ
革命キッズ 中路　啓太／著 光文社 F ﾅｶ
巷（ちまた）の空 野口　冨士男／著 田畑書店 F ﾉｸﾞ
ワラグル 浜口　倫太郎／著 小学館 F ﾊﾏ
さよなら、バンドアパート 平井　拓郎／著 文芸社 F ﾋﾗ
ツタンカーメンの心臓 福士　俊哉／著 KADOKAWA F ﾌｸ
亀岩奇談（かめいわきだん） 又吉　栄喜／著 燦葉出版社 F ﾏﾀ
忌名（いな）の如き贄（にえ）るもの 三津田　信三／著 講談社 F ﾐﾂ
ミラーワールド 椰月　美智子／著 KADOKAWA F ﾔｽﾞ
仮面家族 悠木　シュン／著 双葉社 F ﾕｳ
イン・マイ・ライフ 吉本　由美／著 亜紀書房 F ﾖｼ
余命一年、男をかう 吉川　トリコ／著 講談社 F ﾖｼ
彼岸花が咲く島 李　琴峰／著 文藝春秋 F ﾘ
アヤとあや 渡辺　優／著 小学館 F ﾜﾀ
シルクロード 安部　龍太郎／著 潮出版社 915.6 ｱﾍﾞ
日本の原風景 安野　光雅／著 山川出版社 915.6 ｱﾝ
工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記 今野　浩／著 青土社 916 ｺﾝ

　　外国文学
遅咲きの男 莫言／著 中央公論新社 923.7 ﾓｲ
サハマンション チョ　ナムジュ／著 筑摩書房 929.1 ﾁｮ
魂の声 亀井　俊介／著 南雲堂 931 ｶﾒ
ボドキン家の強運 P.G.ウッドハウス／著 国書刊行会 933 ｳｯ
琥珀捕り キアラン・カーソン／著 東京創元社 B 933 ｶｿ
鬼火　上・下 マイクル・コナリー／著 講談社 B 933 ｺﾅ
クイーンズ・ギャンビット ウォルター・テヴィス／著 新潮社 B 933 ﾃｳﾞ
越境者 C.J.ボックス／著 東京創元社 B 933 ﾎﾞｯ
風と共に去りぬ 荒　このみ／著 岩波書店 933 ﾐﾂ
太陽はきっとどこかで輝いている ミハエル・グルエンバウム／著 新評論 936 ｸﾞﾙ
ヒロシマを暴いた男 レスリー・M.M.ブルーム／著 集英社 936 ﾊｼ
過去への旅 チェス奇譚 シュテファン・ツヴァイク／著 幻戯書房 943 ﾂｳﾞ
狼たちの城 アレックス・ベール／著 扶桑社 B 943 ﾍﾞﾙ
閉じ込められた女 ラグナル・ヨナソン／著 小学館 B 949.5 ﾗｸﾞ

『失われた時を求めて』への招待 吉川　一義／著 岩波書店 950.2 ﾌﾟﾙ
ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー／著 早川書房 953 ﾍﾞｽ
離れがたき二人 シモーヌ・ド・ボーヴォワール／著 早川書房 953 ﾎﾞｳﾞ
われらが痛みの鏡　上・下 ピエール・ルメートル／著 早川書房 B 953 ﾙﾒ
アレクシエーヴィチとの対話 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ／著 岩波書店 980.2 ｱﾚ
ドストエフスキー黒い言葉 亀山　郁夫／著 集英社 980.2 ﾄﾞｽ


