
石　　部 甲　　西

1 火 火曜日　休館

4 金

2 水 水曜日　休館

3 木 木曜日　休館

5 土

8 火 火曜日　休館

12 土

9 水 水曜日　休館

6 日

7 月 月曜日　休館

13 日

10 木 木曜日　休館

11 金 祝日(建国記念の日)　休館 祝日（建国記念の日）休館

14 月 月曜日　休館

15 火 火曜日　休館

18 金 おはなしの森（要申込）/図書館協議会

16 水 水曜日　休館

17 木 木曜日　休館

28 月 月曜日　休館

19 土

22 火 火曜日　休館

23 水 水曜日　休館 祝日（天皇誕生日）休館

20 日

21 月 月曜日　休館

24 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

25 金 蔵書点検　休館

26 土 蔵書点検　休館

27 日

「図書館だより」 2022年2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】２月 1８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】２月 12日（土）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

令和3年度 湖南市児童生徒 人権標

語・人権ポスター展

【場所】甲西図書館 １階

【期間①】２月2日（水）～13日（日）

人権標語 ：石部南小学校

甲西中学校

人権ポスター：三雲小学校

水戸小学校

石部中学校

【期間②】２月16日（水）～27日（日）

人権標語 ：下田小学校

甲西北中学校

人権ポスター：菩提寺小学校

甲西北中学校

三雲養護学校
※休館日を除く

展示 甲西

～蔵書点検に伴う休館のお知らせ（石部）～

石部図書館は、蔵書点検のため、２月23日（水）～26日（土）

を休館します。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）または甲西図書

館、移動図書館車「マツゾウくん」、各まちづくりセンター・市

民学習交流センター（サンヒルズ甲西）へお願いします。

図書館協議会

２月18日（金）（午後４時から1時間程度）

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。

甲西
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移動図書館車マツゾウくん

2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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スマートフォンで電子図書館とホームページ共通

のパスワード発行をする時は、こちらから。

12月に開催しました「本と雑誌のリサイクル」

で残った本と雑誌を、図書館玄関のリサイクルコー

ナーに置いています。どうぞご自由にお持ちかえり

ください。（リサイクルの本と雑誌がなくなった時

点でコーナーは終了します。）

甲西図書館で「びわ湖 Free Wi-Fi」を利

用することができます。

ご自身のスマートフォンなどを使って館

内で蔵書検索をするときや、調べものにご

利用ください。1回あたり30分間の利用が

可能です。詳しくは甲西図書館にお問合せ

ください。

リサイクルコーナー Free Wi-Fi が使えます甲西 甲西石部

京進のようちえんHOPPA石部 2月2日（水） 午後1時45分～2時15分
岩根東農業集落センター 2月2日（水） 午後2時45分～3時15分
阿星あかつき保育園 2月3日（木） 午後1時30分～2時
京進のようちえんHOPPA石部南 2月3日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 2月4日（金） 午後1時～1時30分
京進のほいくえんHOPPA湖南水戸 2月4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） 2月4日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 2月9日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 2月9日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 2月9日（水） 午後2時45分～3時15分
下田小学校 2月10日（木） 午後0時55分～1時20分
下田こども園 2月10日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 2月10日（木） 午後2時15分～2時45分
三雲くじら保育園 2月16日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 2月16日（水） 午後2時15分～2時45分
認定こども園ひかり幼稚園 2月17日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじら認定こども園 2月17日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 2月17日（木） 午後2時30分～3時
平松こども園 2月18日（金） 午後1時30分～2時
石部保育園 2月18日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 2月25日（金） 午前11時～11時30分
三雲幼稚園 2月25日（金） 午後1時～1時30分
石部南まちづくりセンター 2月26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
読書会の教室 竹田　信弥／著 晶文社 015.6 ﾄﾞ
地方メディアの逆襲 松本　創／著 筑摩書房 070.2 ﾁ
江戸の学びと思想家たち 辻本　雅史／著 岩波書店 121.5 ｴ
TIME SMART アシュリー・ウィランズ／著 東洋経済新報社 159.4 ﾀ
最澄と天台宗のこころ 桑谷　祐顕／監修 平凡社 188.4 ｻ
人類の歴史をつくった17の大発見 コーディー・キャシディー／著 河出書房新社 209.2 ｷ
北条氏の時代 本郷　和人／著 文藝春秋 210.42 ﾎ
江戸 齋藤　慎一／著 中央公論新社 213.6 ｴ
スイスの歴史百話 森田　安一／著 刀水書房 234.5 ｽ
ブルシット・ジョブの謎 酒井　隆史／著 講談社 366 ﾌﾞ
自分がおじいさんになるということ 勢古　浩爾／著 草思社 367.7 ｼﾞ
ヤングケアラー 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 369 ﾔ
いつもの言葉を哲学する 古田　徹也／著 朝日新聞出版 810.1 ｲ

　　政治・経済
イラン 新冨　哲男／著 平凡社 302.2 ｲ
日曜の言葉たち 福島　申二／著 岩波書店 304 ﾆ
香港人は本当に敗れたのか 藤本　欣也／著 産経新聞出版 312.2 ﾎ
SDGsと人権Q&A 松岡　秀紀／編著 解放出版社 316.1 ｴ
暴く者暴かれるモノ 吉田　公一／著 主婦と生活社 317.7 ｱ
矯正という仕事 名執　雅子／著 小学館集英社プロダクション 326.5 ｷ
ルポコロナ禍の移民たち 室橋　裕和／著 明石書店 334.4 ﾙ
Invent & Wander ジェフ・ベゾス／寄稿 ダイヤモンド社 335.1 ｲ
近江商人と出世払い 宇佐美　英機／著 吉川弘文館 672.1 ｵ
ウーバー戦記 マイク・アイザック／著 草思社 685.5 ｳ

　　科学・医学・工学
清少納言がみていた宇宙と、わたしたちのみている宇宙は同じなのか? 池内　了／著 青土社 404 ｾ
地図 鳴海　邦匡／著 法政大学出版局 448.9 ﾁ
南極の氷に何が起きているか 杉山　慎／著 中央公論新社 452.9 ﾅ
図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 須黒　達巳／著 ベレ出版 460 ｽﾞ
はぐれイワシの打ち明け話 ビル・フランソワ／著 光文社 481.7 ﾊ
寄生生物の果てしなき進化 トゥオマス・アイヴェロ／著 草思社 491.7 ｷ
家族のためのうつ病 神庭　重信／監修 NHK出版 493.76 ｶ
日常の絶景 八馬　智／著 学芸出版社 510.4 ﾆ
流域治水がひらく川と人との関係 嘉田　由紀子／編著 農山漁村文化協会 517.4 ﾘ
最終列車 原　武史／著 講談社 536.1 ｻ
宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口　聡一／著 世界文化ブックス 538.9 ｳ
視覚化する味覚 久野　愛／著 岩波書店 588.0 ｼ

　　芸術・スポーツ
宗教図像学入門 中村　圭志／著 中央公論新社 702.0 ｼ
法から学ぶ文化政策 小林　真理／著 有斐閣 709.1 ﾎ
絵の旅人 安野光雅 伊藤　元雄／編 ブックグローブ社 723.1 ｱﾝ
柚木沙弥郎（ゆのきさみろう） 平凡社 753.8 ﾕﾉ
花を聴く花を読む 青柳　いづみこ／著 月曜社 760.4 ﾊ
もういいかいまあだだよ 小椋　佳／著 双葉社 767.8 ｵｸﾞ
青嵐の庭にすわる 森下　典子／著 文藝春秋 778.2 ｾ
子どものスポーツ格差 清水　紀宏／編著 大修館書店 780.1 ｺ
FREEDOM 五十嵐　カノア／著 KADOKAWA 785.3 ｲｶﾞ
江戸釣百物語 長辻　象平／著 河出書房新社 787.1 ｴ

12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
歓待する文学 小野　正嗣／著 NHK出版 902.0 ｶ
戦争と児童文学 繁内　理恵／著 みすず書房 909.3 ｾ
企業と経済を読み解く小説50 佐高　信／著 岩波書店 910.2 ｷ
運命の謎 三浦　清宏／著 水声社 L ｺｼﾞ
時代小説の戦後史 縄田　一男／著 新潮社 910.2 ｼﾞ
小林秀雄の「人生」論 浜崎　洋介／著 NHK出版 L ｺﾊﾞ
海坂藩（うなさかはん）に吹く風 湯川　豊／著 文藝春秋 L ﾌｼﾞ
東京マッハ 千野　帽子／著 晶文社 911.3 ﾄ
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業 夏井　いつき／著 PHP研究所 911.3 ﾅ
本当は逢いたし 池田　澄子／著 日経BP日本経済新聞出版本部 911.3 ﾎ
マンモスの抜け殻 相場　英雄／著 文藝春秋 F ｱｲ
新しい世界で 石持　浅海／著 光文社 F ｲｼ
ただいま見直し中 小川　奈緒／著 技術評論社 F ｵｶﾞ
私たちは空になれない 風森　章羽／著 講談社 F ｶｻﾞ
一俗六仙（いちぞくろくせん） 川村　隆／著 東洋経済新報社 F ｶﾜ
このごろのこと 駒村　吉重／著 ライブ・パブリッシング F ｺﾏ
真田の兵（つわもの）ども 佐々木　功／著 角川春樹事務所 F ｻｻ
オン・ザ・プラネット 島口　大樹／著 講談社 F ｼﾏ
黛家（まゆずみけ）の兄弟 砂原　浩太朗／著 講談社 F ｽﾅ
アウレリャーノがやってくる 高橋　文樹／著 破滅派 F ﾀｶ
教育 遠野　遙／著 河出書房新社 F ﾄｵ
小説岩波書店取材日記 中野　慶／著 かもがわ出版 F ﾅｶ
皆のあらばしり 乗代　雄介／著 新潮社 F ﾉﾘ
コージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎 笛吹　太郎／著 東京創元社 F ﾌｴ
かわうそエンジニアの鶴川日記 福田　益美／著 文藝春秋企画出版部 F ﾌｸ
名探偵に甘美なる死を 方丈　貴恵／著 東京創元社 F ﾎｳ
赫衣（あかごろも）の闇 三津田　信三／著 文藝春秋 F ﾐﾂ
にべ屋往来記 村木　嵐／著 文藝春秋 F ﾑﾗ
卵の中の刺殺体 門前　典之／著 南雲堂 F ﾓﾝ
マザー・マーダー 矢樹　純／著 光文社 F ﾔｷﾞ
birth 山家　望／著 筑摩書房 F ﾔﾏ
女優M子 吉川　良／著 集英社 F ﾖｼ
ミトンとふびん 吉本　ばなな／著 新潮社 F ﾖｼ
生を祝う 李　琴峰／著 朝日新聞出版 F ﾘ
肩書のない人生 渡辺　京二／著 弦書房 F ﾜﾀ
ママがもうこの世界にいなくても 遠藤　和／著 小学館 916 ｴﾝ
ニワトリと卵と、息子の思春期 繁延　あづさ／著 婦人之友社 916 ｼｹﾞ
朝陽門外（ちょうようもんがい） 清水　安三／著 桜美林大学出版会 916 ｼﾐ
愉快な病人たち 『日刊ゲンダイ』医療取材班／編 日刊現代 916 ﾕｶ

　　外国文学
火守 劉　慈欣／著 KADOKAWA 923.7 ﾘｳ
日刊イ・スラ イ　スラ／著 朝日出版社 929.1 ｲ
まだまだという言葉 クォン　ヨソン／著 河出書房新社 929.1 ｸｫ
オルガンのあった場所 シン　ギョンスク／著 クオン 929.1 ｼﾝ
トロナお別れ事務所 ソン　ヒョンジュ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 929.1 ｿﾝ
シソンから、 チョン　セラン／著 亜紀書房 929.1 ﾁｮ
プロジェクト・ヘイル・メアリー　上・下 アンディ・ウィアー／著 早川書房 933 ｳｨ 1
ハムネット マギー・オファーレル／著 新潮社 933 ｵﾌ
ネヴァー　上・中・下 ケン・フォレット／著 扶桑社 B 933 ﾌｵ
欺きの仮面 サンドラ・ブラウン／著 集英社 B 933 ﾌﾞﾗ
最後の審判 ロバート・ベイリー／著 小学館 B 933 ﾍﾞｲ
レイン・ドッグズ エイドリアン・マッキンティ／著 早川書房 B 933 ﾏｯ
シルバービュー荘にて ジョン・ル・カレ／著 早川書房 933 ﾙｶ
打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン／著 河出書房新社 953.7 ｻｶﾞ
父ガルシア=マルケスの思い出 ロドリゴ・ガルシア／著 中央公論新社 960.2 ｶﾞﾙ
アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ／著 アストラハウス 976 ﾌﾞｯ
緑の天幕 リュドミラ・ウリツカヤ／著 新潮社 983 ｳﾘ


