
石　　部 甲　　西

1 水 水曜日　休館

4 土 本と雑誌のリサイクル（要申込）

2 木 木曜日　休館

3 金

5 日 本と雑誌のリサイクル（要申込）

8 水 水曜日　休館 本と雑誌のリサイクル（要申込）

12 日 本と雑誌のリサイクル（要申込）

9 木 木曜日　休館 本と雑誌のリサイクル（要申込）

6 月 月曜日　休館

7 火 火曜日　休館

13 月 月曜日　休館

10 金 本と雑誌のリサイクル（要申込）

11 土 本と雑誌のリサイクル（要申込）

14 火 火曜日　休館

15 水 水曜日　休館 本と雑誌のリサイクル（要申込）

18 土 本と雑誌のリサイクル（要申込）

16 木 木曜日　休館 本と雑誌のリサイクル（要申込）

17 金 本と雑誌のリサイクル（要申込） おはなしの森（要申込）

19 日 本と雑誌のリサイクル（要申込）

22 水 水曜日　休館

23 木 木曜日　休館

20 月

21 火 本と雑誌のリサイクル（要申込） 火曜日　休館

月曜日　休館

24 金

25 土

26 日

27 月 月曜日　休館

28 火 火曜日　休館

30 木 年末・年始　休館

29 水 年末・年始　休館 年末・年始　休館

31

年末・年始　休館

金 年末・年始　休館 年末・年始　休館

「図書館だより」 2021年12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

＜カレンダー配布の中止について＞

毎年１月に石部図書館・甲西図書館でカレン

ダーなどを配布していましたが、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため、今回は実施しません。

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】12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】12月 10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

年末年始のお知らせ

石部図書館：12月29日（水）から

１月６日（木）まで休館

甲西図書館：12月27日（月）から

１月４日（火）まで休館
※休館中の本の返却はブックポストへお願いしま

す。（ＣＤや大型絵本など壊れやすいものや湖南

市立図書館以外の本はご遠慮ください。）

新しいCDブックが

増えました
甲西

☆『遺影』（浅田次郎）

☆『がたくり橋は渡らない

（深川恋物語）』（宇江佐真理）

☆『重婚』（夏樹静子）

☆『鎖』（乃南アサ）

☆ライブ落音『三遊亭遊馬』

（三遊亭遊馬）など

石部図書館や移動図書館車マツゾウくんに

お取り寄せをすることもできます。
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移動図書館車マツゾウくん

12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。）
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本と雑誌のリサイクル（要申込）

古くなった図書館資料のうち、再利用が可能な図書と雑誌を、市民の皆さんに無料でお譲りします。

児童書はありません。1２月１日（水）午前１０時から、電話および両図書館カウンターで予約を受け

付けます。 詳しくはチラシをご覧ください。

【日時】１２月４日（土）～ 16日（木）

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

⑧17時00分～17時30分

【場所】 甲西図書館 ２階

【定員】 各回 30人

【日時】1２月17日（金）～19日（日）・ 21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

阿星あかつき保育園 12月2日（木） 午後1時30分～2時
京進のようちえんHOPPA石部南 12月2日（木） 午後2時15分～2時45分
平松こども園 12月3日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 12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 12月8日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 12月8日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 12月8日（水） 午後2時45分～3時15分
下田こども園 12月9日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 12月9日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 12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 12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） 12月10日（金） 午後2時30分～3時
石部南まちづくりセンター 12月11日（土） 正午～午後１時
三雲幼稚園 12月15日（水） 午後0時45分～1時15分
三雲くじら保育園 12月15日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 12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 12月16日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 12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 12月16日（木） 午後2時30分～3時
下田小学校 12月17日（金） 午後0時55分～1時20分
京進のようちえんHOPPA石部 12月17日（金） 午後1時50分～2時20分
石部保育園 12月17日（金） 午後3時～3時30分
柑子袋まちづくりセンター 12月24日（金） 午前11時～11時30分

石部甲西



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
正しく怖がるフィッシング詐欺 大角　祐介／著 オーム社 007.3 ﾀ
子ども、本、祈り 斎藤　惇夫／著 教文館 019.5 ｺ
絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子／著 祥伝社 049 ｾﾞ
思いがけず利他 中島　岳志／著 ミシマ社 151.5 ｵ
尋尊（じんそん） 安田　次郎／著 吉川弘文館 188.2 ｼﾞﾝ
関所で読みとく日本史 河合　敦／著 河出書房新社 210.1 ｾ
「海の民」の日本神話 三浦　佑之／著 新潮社 210.3 ｳ
物語イスタンブールの歴史 宮下　遼／著 中央公論新社 227.4 ﾐ
なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか ハワード・J.ロス／著 原書房 361.4 ﾅ
ジョブ型雇用社会とは何か 濱口　桂一郎／著 岩波書店 366.0 ｼﾞ
私はいま自由なの? リン・スタルスベルグ／著 柏書房 367.2 ﾜ
ヤングでは終わらないヤングケアラー 仲田　海人／編著 クリエイツかもがわ 369 ﾔ
クラウドファンディングで社会をつくる 秋山　訓子／著 現代書館 369.1 ｸ

　　政治・経済
現代ヨルダン・レポート 佐藤　都喜子／著 名古屋外国語大学出版会 302.2 ｹﾞ
破壊者たちへ 青木　理／著 毎日新聞出版 304 ﾊ
それでも選挙に行く理由 アダム・プシェヴォスキ／著 白水社 314.8 ｿ
ウイグル大虐殺からの生還 グルバハール・ハイティワジ／著 河出書房新社 316.8 ｳ
違法捜査と冤罪 木谷　明／著 日本評論社 327.6 ｲ
思考のコンパス 山口　周／著 PHP研究所 330.4 ｼ
アジアのビジネスモデル 村山　宏／著 日経BP日本経済新聞出版本部 335.2 ｱ
Town Center 矢木　達也／著 トゥーヴァージンズ 673.7 ﾀ
イオンを創った男 東海　友和／著 プレジデント社 673.8 ｲ
丸亀製麵のすごい働き方 小野　正誉／著 秀和システム 673.9 ﾏ

　　科学・医学・工学
世界を変えた10人の女性科学者 キャサリン・ホイットロック／著 化学同人 402.8 ｾ
世界は「関係」でできている カルロ・ロヴェッリ／著 NHK出版 421.3 ｾ
あしたの火山学 神沼　克伊／著 青土社 453.8 ｶ
知って楽しいカモ学講座 嶋田　哲郎／著 緑書房 488.6 ｼ
見捨てられる<いのち>を考える 安藤　泰至／編著 晶文社 490.1 ﾐ
ボクもたまにはがんになる 三谷　幸喜／著 幻冬舎 494.9 ﾎﾞ
島を出る 上江洲　儀正／著 水曜社 498.6 ｼ
<カーボンニュートラル>水素社会入門 西宮　伸幸／著 河出書房新社 501.6 ｶ
魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う 山室　真澄／著 つり人社 519.4 ｻ
建築学芸員のまなざし 酒井　一光／著 青幻舎 523.1 ｹ
空鉄 吉永　陽一／著 天夢人 536.1 ｿ
初代ALTOと鈴木修の経営 牧野　茂雄／著 三栄 537.0 ｼ

　　芸術・スポーツ
もっと知りたい延暦寺の歴史 久保　智康／著 東京美術 702.1 ｸ
五夜 町田　久美／著 芸術新聞社 721.9 ｺﾞ
マンガノミカタ こうの　史代／著 樹村房 726.1 ﾏ
写真集の本 飯沢　耕太郎／文 カンゼン 740.2 ｼ
美しい自然の色図鑑 パトリック・バティ／編 グラフィック社 757.3 ｳ
バッハ学者は旅をする 樋口　隆一／著 アルテスパブリッシング 762.3 ﾊﾞ
ポップス歌手の耐えられない軽さ 桑田　佳祐／著 文藝春秋 767.8 ｸﾜ
打ち返す力 水谷　隼／著 講談社 783.6 ﾐｽﾞ
多賀少年野球クラブの「勝手にうまくなる」仕組みづくり 辻　正人／著 ベースボール・マガジン社 783.7 ﾀ
羽生結弦未来をつくる 羽生　結弦／著 集英社 784.6 ﾊﾆ

10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
優しい語り手 オルガ・トカルチュク／述 岩波書店 904 ﾔ
ご機嫌剛爺 逢坂　剛／著 集英社 L ｵｳ
神秘の夜の旅 若松　英輔／著 亜紀書房 L ｵﾁ
暮らしの中の二十四節気 黛　まどか／著 春陽堂書店 911.3 ｸ
俳句のきた道 藤田　真一／著 岩波書店 911.3 ﾊ
芭蕉の風景　上・下 小澤　實／著 ウェッジ 911.3 ﾏﾂ
赤と青とエスキース 青山　美智子／著 PHP研究所 F ｱｵ
塞王の楯 今村　翔吾／著 集英社 F ｲﾏ
小さい予言者 浮穴　みみ／著 双葉社 F ｳｷ
ミニシアターの六人 小野寺　史宜／著 小学館 F ｵﾉ
蛍と月の真ん中で 河邉　徹／著 ポプラ社 F ｶﾜ
鴨川ランナー グレゴリー・ケズナジャット／著 講談社 F ｹｽﾞ
妄想浪費 小山　薫堂／著 光文社 F ｺﾔ
怖ガラセ屋サン 澤村　伊智／著 幻冬舎 F ｻﾜ
新しい日々 芝木　好子／著 書肆汽水域 F ｼﾊﾞ
ミルクとコロナ 白岩　玄／著 河出書房新社 F ｼﾗ
海神 染井　為人／著 光文社 F ｿﾒ
かぞくの南京錠 竹内　清人／著 幻冬舎メディアコンサルティング F ﾀｹ
胃が合うふたり 千早　茜／著 新潮社 F ﾁﾊ
7.5グラムの奇跡 砥上　裕將／著 講談社 F ﾄｶﾞ
万葉と沙羅 中江　有里／著 文藝春秋 F ﾅｶ
ひとりぼっちのソユーズ　上・下 七瀬　夏扉／著 主婦の友インフォス F ﾅﾅ
虚魚(そらざかな) 新名　智／著 KADOKAWA F ﾆｲ
ダメじゃないんじゃないんじゃない はらだ　有彩／著 KADOKAWA F ﾊﾗ
北斗星に乗って 広小路　尚祈／著 桜山社 F ﾋﾛ
波風露草（なみかぜつゆくさ）玉手箱 日和　聡子／文 講談社 F ﾋﾜ
北緯43度のコールドケース 伏尾　美紀／著 講談社 F ﾌｼ
あさひは失敗しない 真下　みこと／著 講談社 F ﾏｼ
ハッピーリフォーム 未上　夕二／著 KADOKAWA F ﾐｶ
アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険 宮田　珠己／著 大福書林 F ﾐﾔ
毎日世界が生きづらい 宮西　真冬／著 講談社 F ﾐﾔ
SIP超知能警察 山之口　洋／著 双葉社 F ﾔﾏ
救国ゲーム 結城　真一郎／著 新潮社 F ﾕｳ
月夜の羊 吉永　南央／著 文藝春秋 F ﾖｼ
憂行日記 北　杜夫／著 新潮社 915.6 ｷﾀ
旅する少年 黒川　創／著 春陽堂書店 915.6 ｸﾛ
少女たちの戦争 中央公論新社／編 中央公論新社 916 ｼ
コロナに翻弄された家 末　利光／著 毎日新聞出版 916 ｽｴ

　　外国文学
中国文学の歴史 安藤　信廣／著 東方書店 920.2 ｱﾝ
雨の島 呉　明益／著 河出書房新社 923.7 ｳ
冥王星より遠いところ 黄　崇凱／著 書肆侃侃房 923.7 ｺｳ
世界を超えて私はあなたに会いに行く イ　コンニム／著 KADOKAWA 929.1 ｲ
生きるということ 金　承鈺／著 三一書房 929.1 ｷﾑ
幽霊 チョン　ヨンジュン／著 彩流社 929.1 ﾁｮ
教養としてのアメリカ短篇小説 都甲　幸治／著 NHK出版 930.2 ﾄｺ
オーギー・レンのクリスマス・ストーリー ポール・オースター／著 スイッチ・パブリッシング 933 ｵｽ
ウォーターダンサー タナハシ・コーツ／著 新潮社 933 ｺﾂ
サワー・ハート ジェニー・ザン／著 河出書房新社 933 ｻﾞﾝ
クレタ島の夜は更けて メアリー・スチュアート／著 論創社 933 ｽﾁ
冬 アリ・スミス／著 新潮社 933 ｽﾐ
ヴィネガー・ガール アン・タイラー／著 集英社 933 ﾀｲ
夜の声 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ
東京ゴースト・シティ バリー・ユアグロー／著 新潮社 933 ﾕｱ
赤いランプ M.R.ラインハート／著 論創社 933 ﾗｲ
カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ サリー・ルーニー／著 早川書房 933 ﾙﾆ
象の旅 ジョゼ・サラマーゴ／著 書肆侃侃房 969.3 ｻﾗ


