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本と出会い、人と出会い、仲間が生まれる図書館   2018年 11月 第２10 号 

Ｂｏｏｋｓ ａｒｅ ｆｏｒ ａｌｌ  東近江市立永源寺・愛東・湖東図書館 
                     

 
 

図書館カレンダー    はお休み（第４金曜日は整理休館日） 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

   

 
                            

 

 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

<湖東図書館> 
『 炎のランナー 』（119分／洋画・字幕）              

11月 10日（土）14:00～16:00 

『 鞍馬天狗・大江戸異変 』（100分／邦画）              

12月 8日（土）14:00～15:40 
 

<永源寺図書館> 
『 道 』（107分／洋画・字幕）              

11月 17日（土）14:00～15:50 

『 鉄道員
ぽ っ ぽ や

 』（112分／邦画） 

12月 15日（土）14:00～15:55 

 

 

永源寺図書館  開館：10 時～18 時 

tel:0748-27-8050 IP:050-5801-8050 

fax:0748-27-8090 

愛東図書館     開館：9 時～17 時 

tel:0749-46-2266 IP:050-5801-2266 

湖東図書館    開館：10 時～18 時 

（木曜日のみ 20 時まで） 

tel:0749-45-2300 IP:050-5801-2300 

fax:0749-45-3343 

各館の開館時間・連絡先 ** 映画上映会 ** 

♬ 良い夜いコンサート ♬  

11 月 9 日（金）午後 7 時～9 時 永源寺図書館にて 

第一部 地域のみなさん による 演奏（ピアノ・ギター・合唱） 

第二部 中村好江わくわくＨＯＴ５  による ニューオリンズ・ジャズ



スポーツ選手にとって体を作る「食事」はも大切です。本書では管理栄養士の著者が、知っ

ておきたい栄養素、バランスの良い食事とは？などについて、ポイントを押さえてわかりや解

説。集中力アップ、疲労回復などテーマ別のバランス◎な定食レシピ 25種類に加えて、試合

前の勝負めし、お弁当作りのコツ、おすすめの手作りデザート＆ドリンクも紹介されています。

頑張る子どもたちを応援するお助け本です。 

 

あたらしくはいった本（永源寺・湖東・愛東図書館に入った主なものを紹介します） 

くらし・健康 

関西休日おさんぽＢＯＯＫ  京阪神Ｌマガジン 

旅する本の雑誌 本の雑誌編集部／編 本の雑誌社 

落ち着かない・話を聞けない・マイペースな小学生男子の育て方 松永 暢史／著 すばる舎 

不整脈・心房細動がわかる本  講談社 

女性のがんと外見ケア 分田 貴子／著 法研 

こころと体に疲れをためない、ちょっとした習慣 「ＰＨＰくらしラク～る」編集部／編 ＰＨＰ研究所 
 

『 ６０歳からの筋活ごはん 』  女子栄養大学出版部 

“フレイル・サルコペニア”というカタカナ語、最近目にされませんか？高齢者といっても元気で

仕事もできる人もいれば、寝たきりや要介護の人もおられます。「フレイル」と呼ばれるのがこの中

間の状態。以前より疲れやすい、体重が減り力が出ない、家にいることが多くなった……。しかし

近年、しっかりと食事療法や運動を行うことで元気な状態に戻れることがわかってきました。「バ

ランスのよい食事術」、「たんぱく質強化レシピ」、「フレイルを予防する運動術」を写真やポイント

アドバイス満載でわかりやすく解説します。 
 

いちばんやさしい６０代からのＡｎｄｒｏｉｄスマホ 増田 由紀／著 日経ＢＰ社 

もっと速く、快適に！Ｗｉ－Ｆｉを使いこなす本 ケイズプロダクション／著 技術評論社 

いつもごきげんな“わたし”でいたい！ Ｅｍｉ／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 

手作りを楽しむとっておき秋冬こども服 
 

ブティック社 

懐かしくて、新しい。アフガン編みのこもの 
 

ブティック社 

楽しく学べる！ポーチの教室 
 

日本ヴォーグ社 

季節のちりめん遊び 藤本 洋子／著 グラフィック社 

はじめてでもおいしく作れるフライパン煮物 河野 雅子／著 家の光協会 

並べて焼くだけ！こんがりおかず 牛尾 理恵／著 学研プラス 

ベトナム料理は生春巻きだけじゃない 足立 由美子／（他）著 柴田書店 

ハンディブレンダーだから作れるおいしいお菓子 荻田 尚子／著 主婦と生活社 

 

社会・教育・福祉 

チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館／編 中央公論新社 

情報生産者になる 上野 千鶴子／著 筑摩書房 

人工知能に哲学を教えたら 岡本 裕一朗／著 ＳＢクリエイティブ 

自分が高齢になるということ 和田 秀樹／著 新講社 

陰謀の日本中世史 呉座 勇一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

富山は日本のスウェーデン 井手 英策／著 集英社 

先生！バナナはおやつに含まれますか？ 中野 友貴／著 第一法規 
 

『 伊能図探検 』 河出書房新社編集部/編 モリナガ・ヨウ/絵  河出書房新社 

伊能忠敬が１７年にわたり全国を歩き、日本で初めて、科学的な測量に基づいて作られた

地図、「伊能図」。約２００年前に、これほど正確な地図が作られたことに驚きです。また、こ

の地図を今のものと比べると、様々な発見があります。この２００年の間に地震や噴火で変化

した地形、埋め立てられた海辺、ダムに沈んだ集落など、各地の歴史を教えてくれるのです。

干拓前の琵琶湖岸の内湖「大中之湖」を含む、全国２５か所を掲載。 
 



 

 

女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈／著 光文社 

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 ポプラ社 

びわ湖のほとりで３５年続くすごい授業 山田 奨治／著 ミネルヴァ書房 

 

自然・ビジネス・産業 

社長に“もしものこと”があったときの手続きすべて ひかりアドバイザーグループ／編著 清文社 

最新コーポレートガバナンスの基本と実践がよ～くわかる本 清水 三七雄／著 秀和システム 

劣化するオッサン社会の処方箋 山口 周／著 光文社 

森林経営計画ガイドブック 平成３０年度改訂 森林計画研究会／編 全国林業改良普及協会 

晴れた日は鴨を撃ちに 北尾 トロ／著 信濃毎日新聞社出版局 

アニメ聖地巡礼の観光社会学 岡本 健／著 法律文化社 

農家女性の戦後史 姉歯 暁／著 こぶし書房 
 

『 犬
きみ

がいるから 』 村井理子/著 亜紀書房 

琵琶湖の西側で夫と小学生の双子と暮らす翻訳家・村井さんの家にやってきたのは、黒い

ラブラドールのハリー。真っ黒にうるんだ瞳で人間への愛を振りまくハリーは、村上家の人々を

とろけさせる天使である一方、その怪力で家じゅうを破壊する悪魔でもあるという二つの側面

を持っていました。そんなある日、村井さんの身に異変が……きらめく湖岸ではしゃぐハリー

の姿など、写真も楽しめるエッセイ集です。 
 

元素検定 ２ 桜井 弘／編著 化学同人 

世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ／著 創元社 

忙しすぎる人のための宇宙講座 ニール・ドグラース・タイソン／著 早川書房 

へんないきものもよう 早川 いくを／著 ベストセラーズ 

鳴き声から調べる昆虫図鑑 高嶋 清明／著 文一総合出版 

かぴばら 岩合 光昭／著 クレヴィス 

 

芸術・趣味 

全国２９５４峠を歩く 中川 健一／著 内外出版社 

花ごよみ 堀 文子／著 ジェイティービーパブリッシング 

民藝のある暮らし 
 

宝島社 

歌を作ろう！ ミマス／著 音楽之友社 

０歳からのボール遊び運動 小山 啓太／著 ベースボール・マガジン社 

大相撲決まり手大図鑑全８２手 ハンディ版 ベースボール・マガジン社／編 ベースボール・マガジン社 

好日日記 森下 典子／著 パルコ 

並べるだけで強くなる！囲碁・プロが薦める名局選 片岡 聡／（他）著 マイナビ出版 
  

『 ちょこっと折りでカワイイおりがみ手紙ＢＯＯＫ 改訂版 』   

ｍｉｚｕｔａｍａ/著 ブティック社 

お手紙を折ってみませんか？ カラフルな折り紙はもちろん、ただのメモ用紙やノート

の端っこに書いた手紙も、ひと手間加えるだけでかわいく変身します。ちゃちゃっと折る

だけでできる封筒から、ハート、リボン、お星さま……お弁当に添えるとオシャレなおに

ぎり型……いろんな形があります。一枚の紙に切り込みを入れて折るＢＯＯＫ型の手

紙はパラパラめくれて、長めのメッセージや寄せ書きにも使えます。ちょこっと折りから

始まる世界を楽しみながら、家族やともだちに気持ちを伝えてみてください。 



ことば・文学・小説 

夏井いつきの季語道場 夏井 いつき／著 ＮＨＫ出版 

小説は君のためにある 藤谷 治／著 筑摩書房 

フロスト詩集 ロバート・フロスト／著 岩波書店 
 

『 ２０歳
は た ち

のソウル 奇跡の告別式、一日だけのブラスバンド』  中井由梨子/著 小学館 

千葉県船橋市立船橋高校（通称、市
いち

船
ふな

）のオリジナル応援曲『市船ソウル』をご存知でしょうか？

２０１６年全国高校野球選手権千葉県大会で演奏されると、「ソウルが流れると点が入る」「カッコい

い！」「神曲」などＳＮＳで一躍話題となり、動画なども数多くあがっています。市船吹奏楽部在籍中

にこの曲を作曲した浅野大義
た い ぎ

さんは、２０１７年１月、１年半の闘病生活の末に２０歳の若さで亡くな

りました。告別式では吹奏楽部ＯＢ・ＯＧたちが『市船ソウル』を演奏し、大義さんを送り出しました。

その数、１６４名。皆がそれぞれの生活や仕事の都合をつけて、ただ一人のために、ただ一度のた

めに集まったのです。 
 

『泥棒たちの十番勝負』 仕事の訪問先は殺人現場。「夫は泥棒、妻は刑事」シリーズ最新刊 赤川 次郎／著 徳間書店 

『ことことこーこ』 結婚生活にピリオドをうち実家に帰ったこーこと、認知症初期の母・ことこ 阿川 佐和子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『七つの試練 池袋ウエストゲートパーク 14』 スキャンダルで危機のイケメン俳優を救えるか 石田 衣良／著 文藝春秋 

『ひぐまのキッチン』 人見知りのまりあ。やっとこさ就職した会社で、キャベツが待ちうけていた 石井 睦美／著 中央公論新社 

『男泣き川 剣客船頭２０』 同心時代の知人・音松が斬られたと知らせが――シリーズ最終巻 稲葉 稔／著 光文社 

『ドアを開けたら』 同じマンションの住人が遺体に。発見した男は思わず逃げ出すが―― 大崎 梢／著 祥伝社 

『はしからはしまで みとや・お瑛仕入帖』 兄の遺した仕入帖とある願い。シリーズ第３弾 梶 よう子／著 新潮社 

『友情だねって感動してよ』 優等生、その彼女、その級友。３人の男女、傷だらけの青春 小嶋 陽太郎／著 新潮社 

『木枯らしの 吉原裏同心抄４』 身代り入牢の間に奪われた財産。吉原じゅうに陰謀が走る 佐伯 泰英／著 光文社 

『銀河食堂の夜』 謎めいたマスターが旨い酒を出す食堂で、常連客の語る小さな幸せの物語 さだ まさし／著 幻冬舎 

『龍華記』 平安末期。平家の手は南都に及ぶ。興福寺の僧兵・範長は検非違使を撃退するが 澤田 瞳子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『人さらい』 一億円の身代金も奪われ、少女の命も奪われた。誘拐捜査小説『真犯人』続編 翔田 寛／著 小学館 

『草原のコック・オー・ヴァン 高原カフェ日誌２』 挫折したギタリストに人生を変える料理を 柴田 よしき／著 文藝春秋 

『花咲小路三丁目北角のすばるちゃん』 訳ありの車が商店街裏に集う。シリーズ第５弾 小路 幸也／著 ポプラ社 

『たてがみを捨てたライオンたち』 専業主夫は男として二流？ 男のプライドのかたちを探る 白岩 玄／著 集英社 

『ひとつむぎの手』 研修医の入局に成功すれば、念願の心臓外科医に。失敗したら―― 知念 実希人／著 新潮社 

『宴の前』 急死した次期知事候補。利権、忖度、スキャンダル……「地方の王様」をめぐる争い 堂場 瞬一／著 集英社 

『ドライブインまほろば』 深い山の旧道にある食堂。幼い妹を連れた少年の衝撃の告白 遠田 潤子／著 祥伝社 

『その先の道に消える』 想う女性のため、指紋を偽装する刑事。この世界を生きる意味とは 中村 文則／著 朝日新聞出版 

『みずうみの妻たち』上・下 老舗和菓子店の嫁・朝子と建築家・大和田、二人の愛の行く末は 林 真理子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『沈黙のパレード』 行方不明から数年経って見つかった少女の遺体。ガリレオシリーズ第９弾 東野 圭吾／著 文藝春秋 

『恋の櫛』 指物師の後添い、櫛職人を想う跡取り娘……江戸の職人をめぐる四つの物語 藤原 緋沙子／著 新潮社 

『ビブリア古書堂の事件手帖～扉子と不思議な客人たち』 鎌倉の古書店を巡る本の記憶 三上 延／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『静かに、ねぇ、静かに』 インスタ、ネットショッピング、動画……いまの男女を切り取る３篇 本谷 有希子／著 講談社 

『太秦荘ダイアリー』 １枚の葉書が、３人の女子高生を引き合わせた。その陰にはある事故が 望月 麻衣／著 双葉社 

『作家たちのオリンピック』 ロサンゼルスから東京２０２０、感動作から風刺まで。９人の競作 城山 三郎／（他）著 ＰＨＰ研究所 

『銀河を渡る』 『深夜特急』で訪問をためらったマラケシュへの旅など、２５年のエッセイを集成 沢木 耕太郎／著 新潮社 

『「その後」のゲゲゲの女房』 前作から１０年、突然の別れから３年。水木一家の日々を綴る 武良 布枝／著 辰巳出版 

『インヴィジブル』 異なる声で語られる物語たちが、世界の見えない部分を読者につきつける ポール・オースター／著 新潮社 

『ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ』上・下 広場恐怖症の精神分析医が覗き見た真実とは Ａ．Ｊ．フィン／著 早川書房 

ほかの図書館で所蔵している本や貸出中の本には、予約ができます。くわしくはもよりの図書館へおたずねください。 


