
29 日

31

24 火 火曜日　休館

25 水 水曜日　休館

26 木 木曜日　休館 月末整理日　休館

27 金

28 土

30

19 木 木曜日　休館

22 日

23 月 月曜日　休館

20 金

21 土

おはなしの森（要申込）

土

14 土

15 日

18 水 水曜日　休館

16 月 月曜日　休館

17 火 火曜日　休館

5

13 金

10 火 火曜日　休館

11 水 水曜日　休館

木曜日　休館

8 日

12 木 木曜日　休館

9 月 月曜日　休館

6 金

7

石　　部 甲　　西

1 日

4 水 水曜日　休館

2 月 月曜日　休館

3 火 火曜日　休館

木

月 月曜日　休館

火 火曜日　休館

「図書館だより」 2022年５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】5月20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】５月 13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。
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今年のゴールデンウイークや夏休みは図書館で調べ学習にチャレンジしませんか？

自分の「好きなこと」や「ふしぎだな」と思ったことを図書館の本などを使って調べ、

自分の考えを作品にまとめて「調べる学習コンクール」に応募してみよう！

☆応募期間：2022年４月16日（土）～9月22日（木）

☆応募できる人：湖南市に住んでいる、または湖南市の学校に通っている小学生、中学生

（グループでの参加もできます）

©図書館振興財団 ※くわしいことは、図書館ホームページを見てね。

移動図書館車マツゾウくん ５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。）

第３回 湖南市「図書館を使った調べる学習コンクール」

～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、5月30日（月）から６月７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。

平松こども園 5月6日（金） 午後1時30分～2時
岩根東農業集落センター 5月6日（金） 午後2時45分～3時15分
認定こども園水戸幼稚園 5月11日（水） 午後1時～1時30分
しおん園 5月11日（水） 午後1時45分～2時15分
北山台自治会館 5月11日（水） 午後2時45分～3時15分
阿星あかつき保育園 5月12日（木） 午後1時～1時30分
京進のようちえんHOPPA石部南 5月12日（木） 午後2時～2時30分
水戸小学校 5月13日（金） 午後1時～1時30分
京進のほいくえんHOPPA湖南水戸 5月13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） 5月13日（金） 午後2時30分～3時
三雲くじら保育園 5月18日（水） 午後1時30分～2時
三雲ふれあいセンター 5月18日（水） 午後2時15分～2時45分
下田小学校 5月19日（木） 午後1時15分～1時35分
下田こども園 5月19日（木） 午後1時45分～2時15分
下田まちづくりセンター 5月19日（木） 午後2時30分～3時
認定こども園ひかり幼稚園 5月20日（金） 午後1時～1時30分
菩提寺くじらこども園 5月20日（金） 午後1時45分～2時15分
菩提寺まちづくりセンター 5月20日（金） 午後2時30分～3時
柑子袋まちづくりセンター 5月27日（金） 午前11時～11時30分
三雲幼稚園 5月27日（金） 午後1時～1時30分
石部保育園 5月27日（金） 午後2時～2時30分
石部南まちづくりセンター 5月28日（土） 正午～午後１時

5月



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
データ視覚化の人類史 マイケル・フレンドリー／著 青土社 002.7 ﾃﾞ
編集の提案 津野　海太郎／著 黒鳥社 021.4 ﾍ
現代思想入門 千葉　雅也／著 講談社 135.5 ｹﾞ
なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑　開人／著 新潮社 146.8 ﾅ
鎌倉幕府はなぜ滅びたのか 永井　晋／著 吉川弘文館 210.4 ｶ
横浜中華街 山下　清海／著 筑摩書房 213.7 ﾖ
一冊でわかるギリシャ史 長谷川　岳男／監修 河出書房新社 239.5 ｲ
人間に光あれ 藤野　豊／著 六花出版 361.8 ﾆ
五色のメビウス 信濃毎日新聞社／編 明石書店 366.8 ｲ
話すことを選んだ女性たち アナスタシア・ミコバ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 367.2 ﾊ
望まない孤独 大空　幸星／著 扶桑社 368.3 ﾉ
子どもが心配 養老　孟司／著 PHP研究所 370.4 ﾖ
時間の解体新書 田中　さをり／著 明石書店 801.9 ｼﾞ

　　政治・経済
日本でわたしも考えた パーラヴィ・アイヤール／著 白水社 302.1 ﾆ
親ガチャという病 池田　清彦／著 宝島社 304 ｵ
日本を変える女たち 五十嵐　えり／ほか述 Pヴァイン 312.1 ﾆ
人権と国家 筒井　清輝／著 岩波書店 329.2 ｼﾞ
架僑 竹内　亮／著 KADOKAWA 334.4 ｶ
日本的ジョブ型雇用 湯元　健治／編著 日経BP日本経済新聞出版本部 336.4 ﾆ
物価とは何か 渡辺　努／著 講談社 337.8 ﾌﾞ
インフレ不可避の世界 澤上　篤人／著 明日香出版社 338.2 ｻ
商品はつくるな市場をつくれ 和田　徹／著 ダイヤモンド社 675.3 ｼ
モビリティと地方創生 切通　堅太郎／著 晃洋書房 681 ﾓ

　　科学・医学・工学
「化学の歴史」が一冊でまるごとわかる 齋藤　勝裕／著 ベレ出版 430.2 ｻ
江戸の宇宙論 池内　了／著 集英社 440.2 ｴ
稲妻と雷の図鑑 吉田　智／編著 グラフィック社 451.7 ｲ
ラジオ深夜便うたう生物学 本川　達雄／著 集英社インターナショナル 460.4 ﾗ
人類の起源 篠田　謙一／著 中央公論新社 469.2 ｼﾞ
シカの顔、わかります 南　正人／著 東京大学出版会 489.8 ｼ
認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせる言葉かけ 尾渡　順子／著 中央法規出版 493.7 ﾆ
「天気が悪いと調子が悪い」を自分で治す本 佐藤　純／著 アスコム 498.4 ｻ
HERO 紅林　章央／著 都政新報社 510.9 ﾋ
奈良で学ぶ寺院建築入門 海野　聡／著 集英社 521.8 ｳ
「無人戦」の世紀 セス・J.フランツマン／著 原書房 538.7 ﾑ
2030半導体の地政学 太田　泰彦／著 日経BP日本経済新聞出版本部 549.8 ﾆ

　　芸術・スポーツ
泉屋博古館名品選99 泉屋博古館／編著 青幻舎 708.7 ｾ
堀内誠一 絵の世界 堀内　誠一／画 平凡社 726.6 ﾎ
おばあちゃんと福ちゃん YASUTO／著 宝島社 748 ﾔ
日本移民日記 MOMENT JOON／著 岩波書店 767.8 ﾓﾒ
ビデオランド ダニエル・ハーバート／著 作品社 778.0 ﾋﾞ
名人 粋人 奇人 横井　洋司／著 小学館 779.1 ﾒ
スポーツ根性論の誕生と変容 岡部　祐介／著 旬報社 780.1 ｽ
異なれ 鳥海　連志／著 ワニブックス 783.1 ﾁｮ
「あきらめる」から前に進める。 川崎　宗則／著 KADOKAWA 783.7 ｶﾜ
父子で考えた「自分の道」の見つけ方 野口　絵子／著 誠文堂新光社 786.1 ﾉｸﾞ

3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
サスペンス小説の書き方 パトリシア・ハイスミス／著 フィルムアート社 901.3 ｻ
『その他の外国文学』の翻訳者 白水社編集部／編 白水社 904 ｿ
<読む>という冒険 佐藤　和哉／著 岩波書店 909 ﾖ
アフリカン・アメリカン児童文学を読む 鈴木　宏枝／著 青弓社 909.3 ｱ
古典を読んだら、悩みが消えた。 安田　登／著 大和書房 910.4 ｺ
救命 犬養　楓／著 書肆侃侃房 911.1 ｲﾇ
老人ホームで死ぬほどモテたい 上坂　あゆ美／著 書肆侃侃房 911.1 ｳｴ
ちいさな世界 せな　けいこ／詩・絵 ポプラ社 911.5 ｾﾅ
アイヌモシリの風に吹かれて 花崎　皋平／著 クルーズ 911.5 ﾊﾅ
ぼくらの心に灯ともるとき 青木　省三／著 創元社 F ｱｵ
幸村を討て 今村　翔吾／著 中央公論新社 F ｲﾏ
引力の欠落 上田　岳弘／著 KADOKAWA F ｳｴ
維新の終曲 岡田　秀文／著 双葉社 F ｵｶ
おしゃべりな部屋 川村　元気／著 中央公論新社 F ｶﾜ
午前0時の身代金 京橋　史織／著 新潮社 F ｷｮ
幸せのままで、死んでくれ 清志　まれ／著 文藝春秋 F ｷﾖ
眼球達磨式 澤　大知／著 河出書房新社 F ｻﾜ
エンドロール 潮谷　験／著 講談社 F ｼｵ
ゴールドサンセット 白尾　悠／著 小学館 F ｼﾗ
夏の体温 瀬尾　まいこ／著 双葉社 F ｾｵ
おいしいごはんが食べられますように 高瀬　隼子／著 講談社 F ﾀｶ
道徳教室 高橋　秀実／著 ポプラ社 F ﾀｶ
レジェンドアニメ! 辻村　深月／著 マガジンハウス F ﾂｼﾞ
心に刻まれた生と死 寺門　克／著 里文出版 F ﾃﾗ
人でなしの櫻 遠田　潤子／著 講談社 F ﾄｵ
恋する検事はわきまえない 直島　翔／著 小学館 F ﾅｵ
図書室のはこぶね 名取　佐和子／著 実業之日本社 F ﾅﾄ
高瀬川 西野　喬／著 郁朋社 F ﾆｼ
泣き虫先生 ねじめ　正一／著 新日本出版社 F ﾈｼﾞ
細野晴臣 夢十夜 細野　晴臣／原作 KADOKAWA F ﾎｿ
雌伏三十年 マキタスポーツ／著 文藝春秋 F ﾏｷ
君たちはしかし再び来い 山下　澄人／著 文藝春秋 F ﾔﾏ
焰ノ地 結城　充考／著 光文社 F ﾕｳ
原郷の森 横尾　忠則／著 文藝春秋 F ﾖｺ
戦をせんとや生まれけむ 若木　未生／著 祥伝社 F ﾜｶ
おくのほそ道を歩く 田口　惠子／著 歴史春秋出版 915.5 ﾏﾂ
猫コンプレックス母コンプレックス 末井　昭／著 イースト・プレス 915.6 ｽｴ
ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子／著 新潮社 916 ﾉﾌﾞ
経営コンサルタントでワーキングマザーの私がガンにかかったら 山添　真喜子／著 東洋経済新報社 916 ﾔﾏ
親指が行方不明 尹　雄大／著 晶文社 916 ﾕﾝ

　　外国文学
話すことを話す キム　ハナ／著 CCCメディアハウス 929.1 ｷﾑ
年年歳歳 ファン　ジョンウン／著 河出書房新社 929.1 ﾌｧ
ユ・ウォン ペク　オニュ／著 祥伝社 929.1 ﾍﾟｸ
幼な子ボラナト ラビンドラナート・タゴール／著 而立書房 929.8 ﾀｺﾞ
アーチー若気の至り P.G.ウッドハウス／著 国書刊行会 933 ｳｯ
連続自殺事件 ジョン・ディクスン・カー／著 東京創元社 B 933 ｶ
この道の先に、いつもの赤毛 アン・タイラー／著 早川書房 933 ﾀｲ
名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン／著 文藝春秋 933 ﾀﾄ
シャーロック・ホームズの建築 北原　尚彦／文 エクスナレッジ 933 ﾄﾞｲ
春 アリ・スミス／著 新潮社 933 ｽﾐ
母を燃やす アヴニ・ドーシ／著 早川書房 933 ﾄﾞｼ
水の墓碑銘 P.ハイスミス／著 河出書房新社 B 933 ﾊｲ
悪意 ヨルン・リーエル・ホルスト／著 小学館 B 949.6 ﾎﾙ

墓から蘇った男　上・下 ラーシュ・ケプレル／著 扶桑社 B 949.8 ｹﾌﾟ

編集者とタブレット ポール・フルネル／著 東京創元社 953 ﾌﾙ
ビトナ ル・クレジオ／著 作品社 953 ﾙｸ
フォンターネ パオロ・コニェッティ／著 新潮社 974 ｺﾆ


