
29 金 祝日(昭和の日)　休館

24 日

25 月 月曜日　休館

26 火 火曜日　休館

27 水 水曜日　休館

28 木 木曜日　休館 月末整理日　休館
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19 火 火曜日　休館

22 金

23 土

20 水 水曜日　休館

21 木 木曜日　休館

14 木 木曜日　休館

15 金 おはなしの森（要申込）

18 月 月曜日　休館

16 土

17 日

13 水 水曜日　休館

10 日

11 月 月曜日　休館

火曜日　休館

8 金

12 火 火曜日　休館

9 土

6 水 水曜日　休館

7 木 木曜日　休館

石　　部 甲　　西

1 金

4 月 月曜日　休館

2 土

3 日

5 火

土

「図書館だより」 2022年４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

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】4月15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】4月８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

ゴールデンウィーク中（４月29日～５月５日）の休館について
甲西図書館：５月２日（月）５月３日（火）休館

石部図書館：4月29日（金）５月４日（水）５月５日（木）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。）

雑誌スポンサー募集中

図書館で所蔵している雑誌の年間購読

料を負担していただくと、雑誌や棚の見

出しにスポンサー名や広告を入れ、PRが

できます。

図書館の雑誌コーナーを充実させるた

めにご支援いただける個人や、企業など

からのご応募をお待ちしております。

応募方法など、詳しくは甲西図書館へ

お問い合わせください。

４月３０日は図書館の日です
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移動図書館車マツゾウくん ４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・甲西の両図書館でも

ご返却いただけます。また、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。）

４月２日は「国際子どもの本の日」

4月23日は「子ども読書の日」

岩根東農業集落センター 4月13日（水） 午前10時30分～11時
阿星あかつき保育園 4月13日（水） 午後１時～1時30分
京進のようちえんHOPPA石部南 4月13日（水） 午後2時～2時30分
下田小学校 4月14日（木） 午後0時55分～1時20分
下田こども園 4月14日（木） 午後1時30分～2時
下田まちづくりセンター 4月14日（木） 午後2時15分～2時45分
水戸小学校 4月15日（金） 午後1時～1時30分
京進のほいくえんHOPPA湖南水戸 4月15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) 4月15日（金） 午後2時30分～3時
認定こども園水戸幼稚園 4月20日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 4月20日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 4月20日（水） 午後2時45分～3時15分
平松こども園 4月21日（木） 午前10時30分～11時
認定こども園ひかり幼稚園 4月21日（木） 午後1時～1時30分
菩提寺くじらこども園 4月21日（木） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 4月21日（木） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 4月22日（金） 午前11時～11時30分
三雲幼稚園 4月22日（金） 午後1時～1時30分
石部保育園 4月22日（金） 午後2時～2時30分
石部南まちづくりセンター 4月23日（土） 正午～午後１時
三雲くじら保育園 4月27日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 4月27日（水） 午後2時15分～2時45分

4月

おうちで、電子図書館

● 図書館の利用カード

● パスワード

電子図書館ホームページに

ログイン

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。

が必要です。

本を選んで借りる

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。

● ５冊

● ２週間

借りられます。



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
メタバースとは何か 岡嶋　裕史／著 光文社 007.3 ﾒ
<自分>を知りたい君たちへ 養老　孟司／著 毎日新聞出版 019.9 ｼﾞ
第一藝文社をさがして 早田　リツ子／著 夏葉社 023.0 ﾀﾞ
人間の意味 アルフレッド・アドラー／著 興陽館 140 ﾆ
図説世界の水中遺跡 木村　淳／編著 グラフィック社 202.5 ｽﾞ
幕末社会 須田　努／著 岩波書店 210.5 ﾊﾞ
テルマエと浮世風呂 本村　凌二／著 NHK出版 232.8 ﾃ
なぜ私たちは友だちをつくるのか ロビン・ダンバー／著 青土社 361.4 ﾅ
大衆運動 エリック・ホッファー／著 紀伊國屋書店 361.6 ﾀ
これからの時代を生きるあなたへ 上野　千鶴子／著 主婦の友社 367.1 ｺ
子ども・若者ケアラーの声からはじまる 斎藤　真緒／編 クリエイツかもがわ 369 ｺ
悪い言語哲学入門 和泉　悠／著 筑摩書房 801.0 ﾜ
ことばの気流 真田　信治／著 和泉書院 810.4 ｺ

　　政治・経済
それでも生きていく 姜　尚中／著 集英社 304 ｿ
あなたのルーツを教えて下さい 安田　菜津紀／文・写真 左右社 316.8 ｱ
冤罪をほどく 中日新聞編集局／著 風媒社 326.2 ｴ
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? カトリーン・マルサル／著 河出書房新社 331 ｱ
次なる100年 水野　和夫／著 東洋経済新報社 332.0 ﾂ
物流の世界史 マルク・レヴィンソン／著 ダイヤモンド社 333.6 ﾌﾞ
なぜ、我々はマネジメントの道を歩むのか 田坂　広志／著 PHP研究所 336.3 ﾅ
なぜ信用金庫は生き残るのか 鳥羽田　継之／著 祥伝社 338.7 ﾅ
逆境を活かす店消える店 竹内　謙礼／著 日経BP日本経済新聞出版本部 673 ｷﾞ
「欲しい!」はこうしてつくられる マット・ジョンソン／著 白揚社 675 ﾎ

　　科学・医学・工学
科学法則大全 ブライアン・クレッグ／文 化学同人 404 ｶ
ニュースの数字をどう読むか トム・チヴァース／著 筑摩書房 417 ﾆ
時間の終わりまで ブライアン・グリーン／著 講談社 443.9 ｼﾞ
花と草の物語手帳 稲垣　栄洋／文 大和書房 470 ﾊ
オオカミの知恵と愛 ジム・ダッチャー／著 日経ナショナルジオグラフィック社 489.5 ｵ
寝る脳は風邪をひかない 池谷　裕二／著 扶桑社 491.3 ﾈ
最後の砦となれ 大岩　ゆり／著 中日新聞社 498.6 ｻ
絶滅危惧種はそこにいる 久保田　潤一／著 KADOKAWA 519.8 ｾﾞ
鉄道趣味人の世界 池口　英司／著 交通新聞社 536.1 ﾃ
ロシアトヨタ戦記 西谷　公明／著 中央公論新社 537.0 ﾛ
ガラスの歴史 田中　廣／著 丸善プラネット 573.5 ｶﾞ
鍛冶屋 炎の仕事人 田中　康弘／著 山と溪谷社 581.7 ｶ

　　芸術・スポーツ
裁かれた絵師たち 五十嵐　公一／著 吉川弘文館 721.0 ｻ
岸田劉生のあゆみ 梶岡　秀一／著 新潮社 723.1 ｷ
人を幸せにする写真 ハービー・山口／著 トゥーヴァージンズ 740.4 ﾋ
和音の正体 舟橋　三十子／著 ヤマハミュージックエンタテインメン 761.5 ﾜ
アジア都市音楽ディスクガイド 菅原　慎一／監修・編集 DU BOOKS 767.8 ｱ
天職は、声優。 日高　のり子／著 主婦の友インフォス 772.1 ﾋﾀﾞ
福士加代子 福士　加代子／著 いろは出版 782.3 ﾌｸ
さらばF1 HONDA 文藝春秋 788.7 ｻ
忍者学研究 山田　雄司／編 中央公論新社 789.8 ﾆ

2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
デカメロン・プロジェクト ニューヨーク・タイムズ・マガジン／編 河出書房新社 908.3 ﾃﾞ
図説花開くアメリカ児童文学 ちば　かおり／著 河出書房新社 909 ｽﾞ
ふたつの波紋 伊藤　比呂美／著 文藝春秋 910.4 ﾌ
古典版『百人一首』こぼれ話 やまうち　りょうへい／著 東京図書出版 911.1 ｺ
俳句と人間 長谷川　櫂／著 岩波書店 911.3 ﾊ
美しいとき 若松　英輔／著 亜紀書房 911.5 ﾜｶ
図説江戸のエンタメ 小説本の世界 深光　富士男／著 河出書房新社 913.5 ｽﾞ
青い雪 麻加　朋／著 光文社 F ｱｻ
チェレンコフの眠り 一條　次郎／著 新潮社 F ｲﾁ
ピンク色なんかこわくない 伊藤　朱里／著 新潮社 F ｲﾄ
クラウドの城 大谷　睦／著 光文社 F ｵｵ
女優 大鶴　義丹／著 集英社 F ｵｵ
ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本　直／著 河出書房新社 F ｶﾜ
日本橋に生まれて 小林　信彦／著 文藝春秋 F ｺﾊﾞ
6Bの鉛筆で書く 五味　太郎／著 ブロンズ新社 F ｺﾞﾐ
ホワイトルーキーズ 佐竹　アキノリ／著 主婦の友インフォス F ｻﾀ
センス・オブ・何だあ? 三宮　麻由子／著 福音館書店 F ｻﾝ
花盛りの椅子 清水　裕貴／著 集英社 F ｼﾐ
これは、アレだな 高橋　源一郎／著 毎日新聞出版 F ﾀｶ
趙雲伝（ちょううんでん） 塚本　青史／著 河出書房新社 F ﾂｶ
タイムマシンに乗れないぼくたち 寺地　はるな／著 文藝春秋 F ﾃﾗ
アキレウスの背中 長浦　京／著 文藝春秋 F ﾅｶﾞ
コーリング・ユー 永原　皓／著 集英社 F ﾅｶﾞ
恋愛の発酵と腐敗について 錦見　映理子／著 小学館 F ﾆｼ
はじめての 島本　理生／著 水鈴社 F ﾊｼﾞ
その午後、巨匠たちは、 藤原　無雨／著 河出書房新社 F ﾌｼﾞ
ニコデモ 藤谷　治／著 小学館 F ﾌｼﾞ
連れ連れに文学を語る 古井　由吉／ほか著 草思社 F ﾌﾙ
ヒカリ文集 松浦　理英子／著 講談社 F ﾏﾂ
女に産土（うぶすな）はいらない 三砂　ちづる／著 春秋社 F ﾐｻ
彼女の背中を押したのは 宮西　真冬／著 KADOKAWA F ﾐﾔ
それを読むたび思い出す 三宅　香帆／著 青土社 F ﾐﾔ
あれは子どものための歌 明神　しじま／著 東京創元社 F ﾐｮ
高望（たかもち）の大刀（たち） 夜弦　雅也／著 日経BP日本経済新聞出版本部 F ﾔｹﾞ
戒厳 四方田　犬彦／著 講談社 F ﾖﾓ
寂聴さん最後の手紙 瀬戸内　寂聴／著 朝日新聞出版 915.6 ｾﾄ
目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと 浅井　純子／著 KADOKAWA 916 ｱｻ
アルプスでこぼこ合唱団 長坂　道子／著 KADOKAWA 916 ﾅｶﾞ

　　外国文学
中国文学をつまみ食い 武田　雅哉／編著 ミネルヴァ書房 920 ﾁｭ
ラスト・ワルツ 井波　律子／著 岩波書店 920.4 ｲﾅ
桃花源の幻 格　非／著 アストラハウス 923.7 ｺﾞｵ
繁花（はんか）　上・下 金　宇澄／著 早川書房 923.7 ｼﾞﾝ
三つの名を持つ少女 三毛／著 石風社 926 ｻﾝ
最後のライオニ キム　チョヨプ／著 河出書房新社 929.1 ｻｲ
イスラーム精肉店 ソン　ホンギュ／著 新泉社 929.1 ｿﾝ
あの人ひとりがこの世のすべてだった頃 ナ　テジュ／著 KADOKAWA 929.1 ﾅ
レニーとマーゴで100歳 マリアンヌ・クローニン／著 新潮社 933 ｸﾛ
あのこは美人 フランシス・チャ／著 早川書房 933 ﾁｬ
阿片窟（あへんくつ）の死 アビール・ムカジー／著 早川書房 933 ﾑｶ
ミッドナイト・ライブラリー マット・ヘイグ／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 933.7 ﾍ
『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン ドナルド・キーン／著 中央公論新社 934 ｷﾝ
アントワネット ロベルト・ヴェラーヘン／著 集英社 949.3 ｳﾞｪ
異常 エルヴェ・ル・テリエ／著 早川書房 953 ﾙﾃ
大使閣下 エリコ・ヴェリッシモ／著 文芸社 969.3 ｳﾞｪ
読書セラピスト ファビオ・スタッシ／著 東京創元社 973 ｽﾀ


