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 <湖東図書館> 

『 用心棒 』（110分／邦画）              

10月 12日（土）14:00～15:50 

『 地下室のメロディー 』（103分／洋画・字幕）              

11月 9日（土）14:00～15:45 
 

<永源寺図書館> 

『 真昼の決闘 』（84分／洋画・字幕） 

10月 19日（土）14:00～15:25 

『 ゴジラ 』（98分／邦画） 

11月 2日（土）14:00～15:40 

展示「稲わらと茶つみ」  

10月 19日（土）～11月 10日（日） 

稲わらワークショップ  

10月 27日（日）13:30～16:00 

良い夜いコンサート 11月 8日（金）19:00～21:00 

 

** イベント・映画上映会 ** 

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 

永源寺 
愛東 

湖東 

図書館でいきいき脳活！ 

永源寺図書館 参加無料・申込不要 

10月 31日（木） 10:40～12:10 



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 

手順３つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん 横山 タカ子／著 主婦の友社 

図解山の幸・海の幸薬効・薬膳事典 池上 文雄／著 農山漁村文化協会 

世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく 久世 仁士／著 創元社 

一度は泊まってみたい！北海道の温泉宿 小野寺 淳子／著 北海道新聞社 

災害時でもおいしく食べたい！簡単「みそ汁」＆「スープ」レシピ 今泉 マユ子／著 清流出版 

もう迷わない！３８歳からのパーソナルカラー なかがわ やすこ／著 河出書房新社 

きほんの糸紡ぎ 緒方 伶香／著 誠文堂新光社 

『 親に届ける宅配ごはん 』  岩﨑啓子/著 女子栄養大学出版部 

離れて暮らす老いた親が、普段どのような食生活を送っているのか、ご存じでしょうか？

まだまだ元気と思っていても、少食になっていたり、食事づくりや買い物が億劫になってし

まっていたりと、体の機能は少しづつ弱くなっていきます。親にいつまでも元気でいてほし

い、栄養バランスの良い食事をしてほしい、そう思ったら宅配ごはんがおすすめです。「カ

ルシウム多めのおかず」「胃腸の働きを助けるおかず」といった親の悩みを解消するメニュ

ーや、筋肉のもととなるたんぱく質メインのおかずなど、数々のレシピをご紹介。冷蔵便・

冷凍便で送る際の、容器の選び方や梱包のコツなどについてもくわしく解説しています。 
 

ご飯の島の美味しい話 飯島 奈美／著 幻冬舎 

自由学園の「お食後」 ＪＩＹＵ５０７４ＬＡＢＯ．／著 誠文堂新光社 

暮らしの図鑑お茶の時間 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 

老いる前の整理はじめます！ 西山 尚幸／（他）編著 クリエイツかもがわ 

僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う 常見 陽平／著 自由国民社 

 

社会・教育・福祉 

滋賀県基本構想 [平成３１年３月策定] 滋賀県総合政策部企画調整課／編 滋賀県 

人口で語る世界史 ポール・モーランド／著 文藝春秋 

日経業界地図 ２０２０年版 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 
 

『 アフリカを見るアフリカから見る 』  白戸圭一/著 筑摩書房 

私たちのアフリカに対するイメージは、「援助される国」で止まったままではないでしょうか。

今やアフリカは、多数の民間企業が全土に携帯の基地局や中継アンテナを建設し、携帯を

持っていないアフリカ人を探すのが難しいくらいだそうです。日本よりもモバイルマネーサービ

スも発展しています。2050年には世界の人口の 4人に 1人をアフリカ大陸の人々が占める

一方、少子化する日本。新聞社の特派員として現地に滞在した著者は、ビジネスの相手とし

てアフリカが避けて通れない相手であることを知ってほしい、と訴えています。 
 

まとまる！決まる！動き出す！ホワイトボード仕事術 谷 益美／著 すばる舎 

自分の居場所はどこにある？ 渡辺 龍太／著 ＣＣＣメディアハウス 

女に生まれてモヤってる！ ジェーン・スー／著 小学館 

「家族の幸せ」の経済学 山口 慎太郎／著 光文社 

２０００万円もってないオレたちはどう生きるか 岡 久／著 自由国民社 

介護に役立つ人体力学 井本 邦昭／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 

ケアマネ＆介護リーダーのための「多職種連携」がうまくいくルールとマナー 田中 元／著 ぱる出版 

学芸会・発表会・行事・部活に使える！すっごくもりあがる児童劇シナリオ 福田 哲男／著 学陽書房 



 

 

「ふつうの子」なんて、どこにもいない 木村 泰子／著 家の光協会 

日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション 高嶋 幸太／著 学事出版 

遊びと学びをつなぐこれからの保幼小接続カリキュラム 木下 光二／著 チャイルド本社 

発達障害僕にはイラつく理由がある！ かなしろ にゃんこ。／著 講談社 

大切な親に、これなら「決心」させられる！免許返納セラピー  講談社 

 

自然・ビジネス・産業 

カガク力を強くする！ 元村 有希子／著 岩波書店 

虚数はなぜ人を惑わせるのか 竹内 薫／著 朝日新聞出版 

日本の星空ツーリズム 縣 秀彦／編著 緑書房 

潜れ！さかなクン さかなクン／著 ＮＨＫ出版 
 

『 日本全国池さんぽ 』  市原千尋/著 三才ブックス 

日本全国にある池のほとんどは人の手で造られたもので、天然の池でも何らかの形で人の

手が入っています。昔から生活を潤すために、多大な努力で維持管理され、感謝や信仰の

対象にもなってきました。全国７０００カ所以上をめぐる池マニアが、その中から１８１の池を

厳選し、島池、山池、里池など８つのタイプに分け紹介しています。それぞれの魅力がある池

に、あなたもはまってしまうかも。「かいぼり」（池の水を抜いて天日に干す）の伝統を守ってい

ることで知られる湖東地域の八楽溜
はち ら く だ め

も紹介されています。 
 

我々は生命を創れるのか 藤崎 慎吾／著 講談社 

子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前  マイルスタッフ 

飛べ！ムササビ 熊谷 さとし／著 文一総合出版 

高速ジャンクション＆橋梁の鑑賞法  講談社 

わかる！使える！ねじ入門 橋村 真治／著 日刊工業新聞社 

交通誘導員ヨレヨレ日記 柏 耕一／著 三五館シンシャ 

 

芸術・趣味 

タブローの向こうへ いせ ひでこ／著 文藝春秋 

京楽堂の消しゴムはんこコレクション 京楽堂／著 主婦の友インフォス 

お菓子の箱だけで作る空箱工作 はるきる／著 ワニブックス 

秋吉敏子と渡辺貞夫 西田 浩／著 新潮社 

明日へのスキャット 由紀 さおり／著 集英社 
 

『 サザエさんヒストリーブック 』  扶桑社 

１９６９．１０．５。これは、アニメ「サザエさん」の放送がはじまった日付です。５０年ものあ

いだ、日本のお茶の間に笑いをとどけてきたサザエさん。歴代最高視聴率は３９．４％、

「マスオさん」は国語辞典の見出し語にもなるなど、間違いなく日本を代表するアニメのひ

とつです。ひとつのエピソードが７分という短さのため、最小限のセリフや演出で構成せね

ばならないという苦労が脚本家にはあるそうです。そんな制作秘話のほか、作中に登場

する家電の変遷、伊佐坂先生の下の名前などといった設定や、代表的な回の紹介など

ともりだくさん。サザエさんと一緒に、これからも平和に歩んでゆけますように。 
 

寅さんの「日本」を歩く 岡村 直樹／著 天夢人 

見るだけでうまくなる！ソフトテニスの基礎 高橋 茂／著 ベースボール・マガジン社 

ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下 和美／著 エクスナレッジ 

釣りエサ（ルアー・エギ・毛バリ・生エサ）のひみつ 長岡 寛／著 つり人社 



ことば・文学・小説 

たった一言で印象が変わる大人の日本語１００ 吉田 裕子／著 筑摩書房 

古典つまみ読み 武田 博幸／著 平凡社 

ひぐらし先生、俳句おしえてください。 堀本 裕樹／著 ＮＨＫ出版 
 

『 虹にすわる 』  瀧羽麻子/著 幻冬舎 

椅子づくりの才能があるのに、修理屋をしている徳井。椅子への情熱を持て余し、大手の

工房を飛び出した魚住。ある日、１０年前に交わした「一緒に椅子工房をやる」という約束を

忘れられない魚住が、故郷にもどった徳井のもとに現れます。職人気質の先輩と芸術家肌

の後輩、どちらも、人生の小休止中……。海沿いの自然豊かなまちで、性格も能力も正反

対のアラサー男子が、時にぶつかりつまずきつつも、絶妙なチームワークで夢を追いかけて

いきます。それぞれの人の暮らしに心地よく寄り添う椅子づくりを目指して。 
 

『明日死んだ男 怪異名所巡り１０』 幽霊と話せるバスガイドが不思議な事件を次々解決 赤川 次郎／著 集英社 

『絶望スクール 池袋ウエストゲートパーク１５』 弱者につけこむ現代社会の暗部を斬れ 石田 衣良／著 文藝春秋 

『八本目の槍』 秀吉の配下となった若者。「賤ケ岳の七本槍」、そして光成の人生と秘密 今村 翔吾／著 新潮社 

『百舌落とし』 元政治家の殺害。彼は何を知っていたのか。伝説のシリーズ、堂々完結 逢坂 剛／著 集英社 

『楽園の真下』 日本で一番天国に近い島が、自殺の名所に。妻を失った男が謎に迫る 荻原 浩／著 文藝春秋 

『とむらい屋颯太
そ う た

』 弔いを出して飯を食う。江戸の小さな葬儀屋が思いをめぐって奮闘 梶 よう子／著 徳間書店 

『海岸文庫ちどり通信』 海のそばにある小さな図書館、ちどり文庫。人と本の絆の物語 河合 二湖／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『縁結びの罠 大江戸木戸番始末１１』 条件のよすぎる急な縁談には、やはり裏があって 喜安 幸夫／著 光文社 

『老父よ、帰れ』 医師の講演に胸をうたれ、施設から認知症の父をひきとったのだが 久坂部 羊／著 朝日新聞出版 

『赤い刀身 公家武者信平６』 公家出身の侍を頼って、一人江戸へやってきた京の姫 佐々木 裕一／著 講談社 

『犯人に告ぐ ３ 紅の影』 天才詐欺師の大胆な犯罪計画。警察は出し抜かれるのか 雫井 脩介／著 双葉社 

『レシピ泥棒』 二ノ宮千佳は格付け覆面調査員、なんだけど、ついつい謎を解いてしまう 新宮 広明／著 幻冬舎 

『あきない世傳金と銀 ７ 碧流篇』 亡夫の願いを果たした幸。江戸でも商売の幸せを 高田 郁／著 角川春樹事務所 

『我らが少女Ａ』 １２年前の未解決事件。少女の記憶が蘇る。合田雄一郎シリーズ第６弾 高村 薫／著 毎日新聞出版 

『猫をおくる』 その寺には、猫と共に生き、猫に生かされてきた男女がひきよせられる 野中 柊／著 新潮社 

『ＭＧＣ マラソンサバイバル』 一発勝負の選考会。オリンピック代表の座を手にするのは 蓮見 恭子／著 光文社 

『銀座の紙ひこうき』 １９８０年代、雑誌黄金期。紙の仕入れに奮闘する若者の仕事と恋 はらだ みずき／著 中央公論新社 

『伊勢佐木町探偵ブルース』 私立探偵の母の再婚相手は……神奈川県警本部長！？ 東川 篤哉／著 祥伝社 

『大江戸閻魔帳』1・２ 蔦屋２代目から気楽な戯作者に相談が。「写楽の絵」は本物なのか 藤井 邦夫／著 講談社 

『出身成分』 北朝鮮・平壌郊外の事件には、尊厳の侵害と恐怖がまとわりついていた 松岡 圭祐／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『落日』 気鋭の映画監督が、かつて暮らした街のある事件を手掛けたいというのだが 湊 かなえ／著 角川春樹事務所 

『キキ・ホリック』 少女たちが通う学校の片隅にある温室。その主が姿を消してしまった 森 晶麿／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『あの日の親子丼 食堂のおばちゃん６』 はじめ食堂の悪口がネットに大量投稿されて 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 

『ルパンの帰還』 ドラマ化『ルパンの娘』に続くシリーズ第２弾、今度はバスジャック事件 横関 大／著 講談社 

『あなたに謎と幸福を ハートフル・ミステリー傑作選』 女性作家による極上の作品集 近藤 史恵／（他）著 ＰＨＰ研究所 

『やがて満ちてくる光の』 土地に物語の芽を見出し続ける。作家生活２５年のエッセイ 梨木 香歩／著 新潮社 

『越境
ユエジン

』 台湾生まれ、日本育ちの直木賞作家による、世界と自分の境界をめぐる旅 東山 彰良／著 ホーム社 

『何が「いただく」ぢゃ！』 ふきのとう、生八つ橋、アジ。食のあれこれをヒメノ式で斬る 姫野 カオルコ／著 プレジデント社 

『粋と野暮おけら的人生』 『本所おけら長屋』の著者が語る荒唐無稽の人生放談 畠山 健二／著 廣済堂出版 

『アーモンド』 感情のない高校生。激しい感情を持つ「怪物」との出会いが彼を変える ソン ウォンピョン／著 祥伝社 

『わたしのいるところ』 恋人と別れ、老母はひとり暮らし。４５歳女性の道連れは孤独 ジュンパ・ラヒリ／著 新潮社 

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。 


