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＊＊ 図書館カレンダー ＊＊         はお休み（第４金曜日は原則整理休館日） 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

   

 
                            

 

 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

<湖東図書館> 

『 路傍の石 』（97分／邦画）              

4月 13日（土）14:00～15:40 

『 理由なき反抗 』（111分／洋画・字幕）              

５月 11日（土）14:00～15:55 
 

<永源寺図書館> 
『 白い手 』（100分／邦画） 

４月 27日（土）14:00～15:40 

アフリカ民話の世界 ティンガティンガアート展 

4月 6日（土）～21日（日） 

永源寺ものづくり展 

5月 22日（水）～6月 16日（日） 

 

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 

 

図書館ホームページ→ 

各館の開館時間・連絡先 ** 映画上映会・展示会 ** 

４月２９日から５月３日まで、東近江市の図書館は全館休館します。 

５月４日・５日 … 能登川図書館  ６日 … 湖東図書館 

７日 … 八日市図書館   が 開館しています。 

改元に伴う連休中の 

開館日について 
 

永源寺 
愛東 

湖東 



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 

大人の男海外ひとり旅 伊藤 伸平／著 ダイヤモンド・ビッグ社 

美食の街を訪ねてスペイン＆フランスバスク旅へ 金栗 里香／著 イカロス出版 

死にゆく人の心に寄りそう 玉置 妙憂／著 光文社 

弱った心臓を守る安心ごはん 森本 千秋／著 女子栄養大学出版部 

成功するリノベのベストレシピ 
 

エクスナレッジ 

安くて良い家電ベストｔｈｅ Ｂｅｓｔ 
 

晋遊舎 
 

『 東海ご当地スーパー 珠玉の日常食 』 菅原佳己/著 ぴあ 

著者曰く、１．市内、県内、あるいは限られた地域のみで展開するスーパー ２．ご当地食が豊

富な、地元発祥のスーパー、どちらかが当てはまれば、それは「ご当地スーパー」。地元の人々

が毎日食べても飽きない美味しさのご当地食にあふれ、きらりと光る個性を持った名品＆珍品

に出会える場所なのです。東海地方はとくにご当地食の宝庫とか。著者が巡って、買って、撮っ

て、つくって、食べて、調べて、書いた、珠玉の約６００食を紹介します。観光土産物売り場では

出会えない、掘り出し物がありそうな「ご当地スーパー」の魅力をたっぷりご堪能ください。 
 
 

暮らしは今日も実験です 本多 さおり／著 大和書房 

どんどん仲良くなる夫婦は、家事をうまく分担している。 水谷 さるころ／著 幻冬舎 

年金だけでも暮らせます 荻原 博子／著 ＰＨＰ研究所 

園児＆小学生のスモック・エプロン・パジャマ  ブティック社 

まいにち着たい服 石川 ゆみ／著 筑摩書房 

がま口を作る イシカワ カオル／著 グラフィック社 

コットンの刺繍糸ではじめる日本刺繍 秋山 博美／著 世界文化社 

頑張らない台所 村上 祥子／著 大和書房 

クッキングと人生相談 枝元 なほみ／著 ビッグイシュー日本 

はじめての台湾料理 星野 奈々子／著 パルコ 

市販の冷凍野菜超ラクうまレシピ キッチン・ヘルシー／著 河出書房新社 

今あるもので「あか抜けた」部屋になる。 荒井 詩万／著 サンクチュアリ・パブリッシング 

Ｓ字フックで空中収納 ホームライフ取材班／編 青春出版社 

 

社会・教育・福祉 
 

『 その情報はどこから？ ネット時代の情報選別力』 猪谷千香/著 筑摩書房 

ある日、突然身に覚えのない殺人事件の犯人だと言われ、大勢の人たちから責められるよ

うになったとしたら？ ある事件で警察に摘発された人たちは、ネットのデマを信じて、ネット上

で無実の人への誹謗中傷を繰り返したそうです。情報にあふれるインターネットは、現代人に

とって便利なツール。でも、私たちの行動や考え方は知らず知らずのうちにネットやＳＮＳに影

響されているのかもしれません。情報の海に溺れることなく、自分に必要で正しい情報を選

ぶために大切なこととは。 
 

ナポレオン四代 野村 啓介／著 中央公論新社 

比叡山の僧兵たち 成瀬 龍夫／著 サンライズ出版 

誤読例に学ぶくずし字 小林 正博／編著 柏書房 

平成史講義 吉見 俊哉／編 筑摩書房 



 

 

思いつきで世界は進む 橋本 治／著 筑摩書房 

図解はじめて学ぶみんなの政治 浜崎 絵梨／訳 晶文社 

子どもが増えた！ 湯浅 誠／（他）著 光文社 

緊張して話せるのは才能である 永井 千佳／著 宣伝会議 

「承認欲求」の呪縛 太田 肇／著 新潮社 

スクールカウンセリングの「困った」を解決するヒント４８ 菅野 恵／編著 大修館書店 

作って楽しい！園行事の製作アイデアＢＯＯＫ ポット編集部／編 チャイルド本社 

ひと声で変わる！子どもを伸ばすお片づけ 辰巳 渚／著 岩崎書店 

ＡＩＮＵ 池田 宏／著 リトル・モア 

 

自然・ビジネス・産業 

パタゴニア、アンデス、アマゾン大自然ガイド さかぐち とおる／写真 彩流社 

第６の大絶滅は起こるのか ピーター・ブラネン／著 築地書館 

日産ｖｓ．ゴーン 井上 久男／著 文藝春秋 

トコトンやさしいレーザ加工の本 片山 聖二／著 日刊工業新聞社 

営業デジタル改革 角川 淳／著 日本経済新聞出版社 
 

『 １０代のための疲れた心がラクになる本 』 長沼睦雄/著 誠文堂新光社 

身体や環境が大きく変化し、心の不安定を抱えがちな１０代。心のゆらぎや疲れには原

因があるはずですが、どうやったらそれをとらえ、自分を楽にすることができるのでしょうか。

北海道の小児精神科医が、「生きづらさ」を変えてゆく方法を探ります。「ＨＳＰ（Highly 

Sensitive Person、とても敏感な人々）」という心理学の新しい概念や、ストレスの発生する

仕組みについても分かりやすく解説されていて、大人にとっても必要な知識を得られますよ。 
 

食にまつわる５５の不都合な真実 金丸 弘美／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 

１時間でよくわかる農家のための相続講座 床爪 晋／著 家の光協会 

ハダニ防除ハンドブック 國本 佳範／編著 農山漁村文化協会 

 

芸術・趣味 

「見る鉄」のススメ関西の鉄道名所ガイド 来住 憲司／著 大阪：創元社 

「秋田のターシャ」と呼ばれて 佐々木 利子／著 主婦と生活社 
 

『 パーフェクト配色ブック イメージ・国・季節・行事からすぐにみつかる 』 

 武川カオリ/著 メイツ出版 

「英国王室の格式」「アルプスの花便り」「エーゲ海の夢の島」「草花の春」「真夏のビーチハ

ウス」「ハレの日のお正月」「天使のウイング」「魔法使いの古城」「エコロジカルな緑」……。魅

力的な表現による１７０以上のテーマ（国・地域・季節・行事・色）ごとに延べ 3400 例以上の

配色が紹介されています。数限りない斬新でユニークな配色パターンが展開されていて、眺

めているだけでも新鮮で楽しいですが、マンネリ化しがちな各種デザインや企画開発の場でも

大活躍することまちがいなしです。 
 

十八世紀京都画壇 辻 惟雄／著 講談社 

書道史謎解き三十話 魚住 和晃／著 岩波書店 

桜と紅葉撮影ハンドブック 萩原 史郎／著 技術評論社 

ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 宮市 稔子／著 主婦と生活社 

ＮＨＫみんなのうた 平成ベストソング ＮＨＫ出版／編 ＮＨＫ出版 

横綱＆大関大鑑  ベースボール・マガジン社 



ことば・文学・小説 

通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田 浩章／著 ぺりかん社 

これなら書ける！大人の文章講座 上阪 徹／著 筑摩書房 

イラストだから覚えられる日常生活や仕事で使う英単語１２００ 石井 辰哉／著 クロスメディア・ランゲージ 

ミステリーで読む戦後史 古橋 信孝／著 平凡社 

しびれる短歌 東 直子／著 筑摩書房 
 

『 夜間飛行 』  北迫薫/著 新潮社 

昭和が豊かさの頂点にあった頃、各界の著名人が集う高級クラブ〈姫〉のナンバーワンホス

テスとして、銀座の夜に君臨した「光
ひかる

」。玄界灘の岬の町で料亭の娘として生まれた彼女は、

親の反対を振り切って結婚したものの、夫による暴力から逃れるために突如姿を消した。そん

な彼女が辿り着いた場所は、不夜城・銀座だった⊸――。数奇な運命を辿った叔母の生涯を

姪の眼から描いた本作で、著者は６０代半ばで作家デビューを果たしました。華々しくも残酷な

夜の世界と活力あふれる地方の姿を、昭和ノスタルジーたっぷりに再現しています。 
 

『こうして誰もいなくなった』 あの名作を再解釈した掌編、ラジオドラマ脚本など作家の宝箱 有栖川 有栖／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『真実の航跡』 イギリス船から救助した捕虜を殺害――戦犯弁護人は帝国海軍の闇に触れる 伊東 潤／著 集英社 

『あちらにいる鬼』 小説家の父、美しい母、そして瀬戸内寂聴。長女が描く三人の特別な関係 井上 荒野／著 朝日新聞出版 

『ミート・ザ・ジャンパーズ！』 平均７０歳近くのバンドがピンチ。孫がチャンスに変えてみせる 太田 忠司／著 光文社 

『圓
えん

朝
ちょう

』 師匠に嵌められ、弟子は借財まみれ、息子は掏摸。江戸の伝説的落語家、一代記 奥山 景布子／著 中央公論新社 

『オーディションから逃げられない』 自分だけがいつも「下」。他人を見上げる女性の幸せ 桂 望実／著 幻冬舎 

『ジャンヌ』 ２０６０年、三原則に反した「ロボットによる殺人」が発生。バグなのか、それとも 河合 莞爾／著 祥伝社 

『救いの森』 子どもが命の危険を発信する装置をまとった社会。警報を鳴らす少年の真意は 小林 由香／著 角川春樹事務所 

『機捜２３５』 第二機動隊所属・高丸の新しい相棒は、白髪頭に皺だらけのロートル！？ 今野 敏／著 光文社 

『君は月夜に光り輝く ＋Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ』 余命ゼロの少女・まみずと卓也の物語、「その後」 佐野 徹夜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ひとんち』 退屈な現実など、壊れてしまえばいい――ホラー小説界期待の俊英による短編集 澤村 伊智／著 光文社 

『麦本三歩の好きなもの』 朝寝坊、チーズ蒸しパン、そして本。２０代女子のいとおしい日々 住野 よる／著 幻冬舎 

『ほとほと 歳時記ものがたり』 石の中の愛妻、夏の夜空に託す願い事……２４の掌編 高樹 のぶ子／著 毎日新聞出版 

『あきない世傳金と銀 ６ 本流篇』 江戸進出をはかる五鈴屋だったが、店主が病に倒れ 高田 郁／著 角川春樹事務所 

『縁切寺お助け帖』 東慶寺の警護を担う女剣士が、女たちの幸せのため奔走する痛快小説 田牧 大和／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『傲慢と善良』 姿を消した婚約者を追って、過去と向き合う男。痛みの向こうに幸せはあるのか 辻村 深月／著 朝日新聞出版 

『ふたたび嗤う淑女』 類まれな話術と美貌が人生を狂わせる。完全無欠の悪女ミステリ 中山 七里／著 実業之日本社 

『かわたれどき』 お調子者の跡取り息子に後妻とりの話が……「まんまこと」シリーズ第七弾 畠中 恵／著 文藝春秋 

『口入屋賢之丞、江戸を奔る』 「花火師と猟師と鉄砲撃ちを揃えてくれ」怪しい依頼の陰に 平谷 美樹／著 光文社 

『梟の一族』 常人離れした身体能力を持つ一族の集落が、ある日襲撃されて「消滅」した 福田 和代／著 集英社 

『君と読む場所』 職場体験で図書館を選んだ少年少女をつないだのは、『さぶ』だった 三川 みり／著 新潮社 

『座敷童子の幸せごはん 福まねき寺で謎解きを』 料理が結ぶ、人と謎。シリーズ第三作 緑川 聖司／著 ポプラ社 

『真夏の焼きそば 食堂のおばちゃん５』 常連さんはビル爆破事件の犯人の、そっくりさん？ 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 

『ノースライト』 施主の消えた新築の家に残された、一脚の椅子。ここで何が起きたのか 横山 秀夫／著 新潮社 

『月とコーヒー』 忘れられたものと、世の中の隅の方にいる人たちのおはなし。幻想的な２４編 吉田 篤弘／著 徳間書店 

『横道世之介 続』 バイトとパチンコで食いつなぐ２４歳、そして２７年後。時は東京オリンピック 吉田 修一／著 中央公論新社 

『人生後半、はじめまして』 心にも体にも変化の訪れる中、未知なるステージを楽しむ 岸本 葉子／著 中央公論新社 

『悲観する力』 物事を悲観すること、それは過ちを繰り返さないためにある歯止めの機能 森 博嗣／著 幻冬舎 

『ミス・マープルと１３の謎』 「火曜の夜クラブ」、それは謎を持ち寄り推理を楽しむ集い アガサ・クリスティ／著 東京創元社 

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。 


