
火 火曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 月 月曜日　休館

4 木 木曜日　休館

2 火 火曜日　休館

3 水 水曜日　休館 祝日（文化の日）休館

5 金

8 月 蔵書点検　休館

12 金 蔵書点検　休館

9 火 蔵書点検　休館

6 土

7 日

13 土 蔵書点検　休館

10 水 水曜日　休館 蔵書点検　休館

11 木 木曜日　休館 蔵書点検　休館

14 日 蔵書点検　休館

15 月 蔵書点検　休館

18 木 木曜日　休館

16 火 蔵書点検　休館

17 水 水曜日　休館

日

30

19 金 おはなしの森（要申込）

22 月 月曜日　休館

23 火 祝日(勤労感謝の日)　休館 火曜日　休館

20 土

21 日

29 月 月曜日　休館

24 水 水曜日　休館

25 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

26 金

27 土

28

「図書館だより」 2021年11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（1時間

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】11月 19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】11 月 ５日（金）午前10時

から、図書館の電話およびカウンターで予

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
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移動図書館車マツゾウくん

11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。）

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
。

図書館には、大活字本という大きな活字で書かれた本があります。

大活字本は、読みやすいように、字の大きさ、行間、コントラスト等

を考慮してつくられています。

通常の単行本では１冊の本が、大活字本では上下巻の２冊や上中下

巻の３冊になることもあります。ベストセラーや名作、時代小説、

エッセイなどもあります。どうぞご利用ください。

阿星あかつき保育園 11月4日（木） 午後1時30分～2時
京進のようちえんHOPPA石部南 11月4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 11月5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） 11月5日（金） 午後2時30分～3時
下田小学校 11月11日（木） 午後0時55分～1時20分
下田こども園 11月11日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 11月11日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 11月12日（金） 午後1時～1時30分
認定こども園水戸幼稚園 11月17日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 11月17日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 11月17日（水） 午後2時45分～3時15分
認定こども園ひかり幼稚園 11月18日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 11月18日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 11月18日（木） 午後2時30分～3時
京進のようちえんHOPPA石部 11月19日（金） 午後1時45分～2時15分
石部保育園 11月19日（金） 午後3時～3時30分
三雲くじら保育園 11月24日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 11月24日（水） 午後2時15分～2時45分
柑子袋まちづくりセンター 11月26日（金） 午前11時～11時30分
三雲幼稚園 11月26日（金） 午後1時～1時30分
石部南まちづくりセンター 11月27日（土） 正午～午後１時

～蔵書点検に伴う休館のお知らせ～

甲西図書館は、蔵書点検のため、11月８日（月）から16日（火）まで休館します。休館期間中の本の

返却はブックポスト（市立図書館以外の本や、ＣＤなど壊れやすいものを除く）または石部図書館、移動

図書館車「マツゾウくん」、各まちづくりセンター・サンヒルズ甲西へお願いします。

ご存じですか？ 大活字本

～小さい字の本が読みにくい方へ～



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
デジタル・ファシズム 堤　未果／著 NHK出版 007.3 ﾃﾞ
言論統制というビジネス 里見　脩／著 新潮社 070.2 ｹﾞ
子どもの心が見えてくる 佐々木　正美／著 ゆいぽおと 143 ｺ
不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方 中村　恒子／著 すばる舎 159.7 ﾅ
歴史からひもとく竹島/独島領有権問題 坂本　悠一／著 清水書院 210.1 ﾚ
鎌倉殿と執権北条氏 坂井　孝一／著 NHK出版 210.4 ｶ
地べたの戦争 「言葉を刻む」取材班／著 西日本新聞社 210.7 ｼﾞ
ユーゴスラヴィア現代史 柴　宜弘／著 岩波書店 239.3 ﾕ
地域学入門 山下　祐介／著 筑摩書房 361.7 ﾁ
ALLY（アライ）になりたい 小島　あゆみ／著 かもがわ出版 367.9 ｱ
ノーベル文学賞が消えた日 マティルダ・ヴォス・グスタヴソン／著 平凡社 368.6 ﾉ
伴走型支援 奥田　知志／編 有斐閣 369 ﾊﾞ
日本語をもっとつかまえろ! 飯間　浩明／文 毎日新聞出版 810.4 ﾆ

　　政治・経済
アメリカンビレッジの夜 アケミ・ジョンソン／著 紀伊國屋書店 302.1 ｱ
世論調査の真実 鈴木　督久／著 日経BP日本経済新聞出版本部 311 ﾖ
墜落 森　功／著 文藝春秋 312.1 ﾂ
協働と参加 金川　幸司／編著 晃洋書房 318.8 ｷ
こども六法の使い方 山崎　聡一郎／著 弘文堂 320.7 ｺ
ナラティブ経済学 ロバート・J.シラー／著 東洋経済新報社 331.0 ﾅ
移民の人権 近藤　敦／著 明石書店 329.9 ｲ
銭躍る東シナ海 大田　由紀夫／著 講談社 337.2 ｾﾞ
年34日だけの洋品店 井形　慶子／著 集英社 673.7 ﾈ
タクシー業界サバイバル 栗田　シメイ／著 扶桑社 685.5 ﾀ

　　科学・医学・工学
生き物がいるかもしれない星の図鑑 荒舩　良孝／著 SBクリエイティブ 445 ｱ
地図帳の深読み 今尾　恵介／著 帝国書院 448.9 ｲ
自然地域学 奥野　一生／著 竹林館 450 ｼ
地盤は悪夢を知っていた 土木学会地震工学委員会/編 土木学会 453.2 ｼﾞ
イカ・タコは海の魔術師(マジシャン)である! 尾崎　幸司／著 つり人社 484.7 ｲ
認知症の私から見える社会 丹野　智文／著 講談社 493.7 ﾆ
海をわたった母子手帳 中村　安秀／著 旬報社 498.7 ｳ
法医学者の使命 吉田　謙一／著 岩波書店 498.9 ﾎ
脱炭素革命への挑戦 堅達　京子／著 山と溪谷社 501.6 ﾀﾞ
これってホントにエコなの? ジョージーナ・ウィルソン=パウエル／著 東京書籍 519 ｺ
古建築調査ハンドブック 山岸　常人／著 勉誠出版 521.8 ｺ
人生にキャンピングカーを GAKU‐MC／著 A-Works 537.9 ｼﾞ

　　芸術・スポーツ
目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内　有緒／著 集英社インターナショナル 706.9 ﾒ
文化行政50年の軌跡と文化政策 中岡　司／著 悠光堂 709.1 ﾌﾞ
洛中洛外　春夏編／秋冬編 安野　光雅／絵・文 産経新聞出版 723.1 ﾗ
かこさとしと紙芝居 かこ　さとし／著 童心社 726.6 ｶｺ
魂を撮ろう 石井　妙子／著 文藝春秋 740.2 ｽﾐ
吹奏楽部バンザイ!! オザワ部長／著 ポプラ社 764.6 ｽ
山川静夫の歌舞伎思い出ばなし 山川　静夫／著 岩波書店 774.0 ﾔ
ひとりじめ 浅田　美代子／著 文藝春秋 778.2 ｱｻ
振りきった、生ききった 大島　康徳／著 東京新聞 783.7 ｵｵ
考えて、考えて、考える 丹羽　宇一郎／著 講談社 796.0 ﾌｼﾞ

9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
小川洋子のつくり方 小川　洋子／著 田畑書店 L ｵｶﾞ
開高健の本棚 開高　健／著 河出書房新社 L ｶｲ
村上春樹をめぐるメモらんだむ2019-2021 大井　浩一／著 毎日新聞出版 L ﾑﾗ
万葉集に出会う 大谷　雅夫／著 岩波書店 911.1 ﾏ
虚空へ 谷川　俊太郎／著 新潮社 911.5 ﾀ
家族のようなあなたへ 石井　ふく子／著 世界文化社 912.7 ﾊｼ
翼の翼 朝比奈　あすか／著 光文社 F ｱｻ
おまえなんかに会いたくない 乾　ルカ／著 中央公論新社 F ｲﾇ
子供は怖い夢を見る 宇佐美　まこと／著 KADOKAWA F ｳｻ
人間襤褸（らんる）/夕凪の街と人と 大田　洋子／著 小鳥遊書房 F ｵｵ
涅槃（ねはん）　上・下 垣根　涼介／著 朝日新聞出版 F ｶｷ
「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし 京極　夏彦／著 文藝春秋 F ｷｮ
老い蜂 櫛木　理宇／著 東京創元社 F ｸｼ
きみとホームで待ち合わせ 神戸　遙真／著 講談社 F ｺｳ
たそがれ大食堂 坂井　希久子／著 双葉社 F ｻｶ
廃遊園地の殺人 斜線堂　有紀／著 実業之日本社 F ｼｬ
星天の兄弟 菅野　雪虫／著 東京創元社 F ｽｶﾞ
山のふもとのブレイクタイム 高森　美由紀／著 中央公論新社 F ﾀｶ
トリカゴ 辻堂　ゆめ／著 東京創元社 F ﾂｼﾞ
ガラスの海を渡る舟 寺地　はるな／著 PHP研究所 F ﾃﾗ
百歳以前 徳岡　孝夫／著 文藝春秋 F ﾄｸ
転がる検事に苔むさず 直島　翔／著 小学館 F ﾅｵ
バイオハッカーQの追跡 那藤　功一／著 宝島社 F ﾅﾄ
女子大小路の名探偵 秦　建日子／著 河出書房新社 F ﾊﾀ
燃える息 パリュスあや子／著 講談社 F ﾊﾟﾘ
朝と夕の犯罪 降田　天／著 KADOKAWA F ﾌﾙ
困ったときは再起動しましょう 柾木　政宗／著 講談社 F ﾏｻ
α（アルファ）とω（オメガ） 村上　政彦／著 鳥影社 F ﾑﾗ
老虎残夢（ろうこざんむ） 桃野　雑派／著 講談社 F ﾓﾓ
開城賭博 山田　正紀／著 光文社 F ﾔﾏ
サーカスから来た執達吏（しったつり） 夕木　春央／著 講談社 F ﾕｳ
天路（てんろ） リービ英雄／著 講談社 F ﾘﾋﾞ
沈黙のちから 若松　英輔／著 亜紀書房 F ﾜｶ
旭堂南湖（きょくどうなんこ）講談全集 旭堂　南湖／著 レベル 913.7 ｷ
王朝日記の魅力 島内　景二／著 花鳥社 915.3 ｵ
あのころなにしてた? 綿矢　りさ／著 新潮社 915.6 ﾜ
こんな家族なら、いらない。 尾添　椿／著 イースト・プレス 916 ｵｿﾞ
HSP妻の私とおおらかフランス人夫の日常 カーリー／著 KADOKAWA 916 ｶﾘ
更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井　理子／著 中央公論新社 916 ﾑﾗ
なっちゃんの花園 寮　美千子／著 西日本出版社 916 ﾘｮ

　　外国文学
眠りの航路 呉　明益／著 白水社 923.7 ｳ
三十の反撃 ソン　ウォンピョン／著 祥伝社 929.1 ｿﾝ
かけがえのない心 チョ　ヘジン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｮ
謎ときサリンジャー 竹内　康浩／著 新潮社 930.2 ｻﾘ
野生のアイリス ルイーズ・グリュック／著 KADOKAWA 931 ｸﾞﾘ
地上で僕らはつかの間きらめく オーシャン・ヴオン／著 新潮社 933 ｳﾞｵ
木曜殺人クラブ リチャード・オスマン／著 早川書房 933 ｵｽ
暗黒地帯(ダーク・ゾーン)　上・下 トム・クランシー／著 扶桑社 B 933 ｸﾗ
狙われた楽園 ジョン・グリシャム／著 中央公論新社 933 ｸﾞﾘ
ロデリック・ハドソン ヘンリー・ジェイムズ／著 講談社 B 933 ｼﾞｪ
クロス・ボーダー　上・下 サラ・パレツキー／著 早川書房 B 933 ﾊﾟﾚ
TOKYO REDUX（トーキョー・リダックス） デイヴィッド・ピース／著 文藝春秋 933 ﾋﾟｽ
ヨルガオ殺人事件　上・下 アンソニー・ホロヴィッツ／著 東京創元社 B 933 ﾎﾛ
ヴードゥーの神々 ゾラ・ニール・ハーストン／著 筑摩書房 B 935.7 ﾊｽ

羊の頭 アンドレアス・フェーア／著 小学館 B 943 ﾌｪ
夜と少女 ギヨーム・ミュッソ／著 集英社 B 953.7 ﾐｭ


