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しんぶんしアニマルアート展 本の森の動物たち 

なんめんよしこさんが制作された、 

新聞紙の動物たち（さわってもＯＫ！）を展示します。 

会場 永源寺図書館  会期 12月１８日（水）～1月 23日（木） 

 

<湖東図書館> 

『 用心棒 』（110分／邦画）              

12月 14日（土）14:00～15:50 

『 フラッシュダンス 』（95分／洋画・字幕）              

1月 11日（土）14:00～15:35 
 

<永源寺図書館> 

『 最後の億萬長者 』（91分／洋画・字幕） 

12月 14日（土）14:00～15:35 

※１月の映画会は、作品展開催のためお休みします。 

** 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 



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 

５人の先生が教える一生幸せなエコハウスのつくりかた 松尾 和也／著 エクスナレッジ 

台湾市場あちこち散歩 池澤 春菜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

ＤＩＹ葬儀ハンドブック 松本 祐貴／著 ダンク 

乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 主婦の友社／編 主婦の友社 

１０歳若くなる声トレ・のどトレ・歌トレ 玉澤 明人／著 法研 

ダイエット幻想 磯野 真穂／著 筑摩書房 

Ｑ＆Ａでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口 進／著 少年写真新聞社 

『 犬ニモマケズ 』  村井理子/著 亜紀書房 

琵琶湖の西岸に暮らす、翻訳家の村井さん。家には夫と双子の息子と、真っ黒なラブラドー

ルのハリーがいます。前作『犬がいるから』のころは、人が好きすぎて手のつけられない暴れん

坊になることもあったハリー。２歳になって、成犬らしい落ち着きを見せるようになってきました。

ただ、心とともに体もぐんぐん成長しているようで……。時におなかをかかえて笑ったり、息子た

ちやハリーを思う村井さんの思いに寄り添ってしんみりした気持ちになったりするエッセイです。 
 
 

やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたらその多さに驚いた。 梅田 悟司／著 サンマーク出版 

おしゃれの制服化 一田 憲子／著 ＳＢクリエイティブ 

クリスマスのハンドメイドＢＯＯＫ  ブティック社 

かわいいクロスステッチ心躍る立体クリスマス刺しゅう  アップルミント 

子どもが笑顔になるニット子どもに作りたいニット 播田 順子／著 合同フォレスト 

糸ボタンの本 ちくちくちどり／著 グラフィック社 

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 角田 真秀／著 学研プラス 

伝え継ぐ日本の家庭料理 汁もの 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 

ニッポンの地紅茶〈完全ガイド〉  エイ出版社 

作りおきできる減塩おかず 検見崎 聡美／著 女子栄養大学出版部 

忙しい人専用「つくりおき食堂」の即完成レシピ 若菜 まりえ／著 扶桑社 

おうちすし 野本 やすゆき／著 世界文化社 

 

社会・教育・福祉 

大内義隆 藤井 崇／著 ミネルヴァ書房 

ＡＩ以後 丸山 俊一／編著 ＮＨＫ出版 

子どもの心はどう育つのか 佐々木 正美／著 ポプラ社 

お寺の掲示板 江田 智昭／著 新潮社 

敗者が変えた世界史 上・下 ジャン・クリストフ・ビュイッソン／著 原書房 
  

『 考える力と情報力が身につく新聞の読み方 』  池上彰/著 祥伝社 

「ニュースはネットで読むから、新聞なんていらない」そんな声も聞こえてくる昨今、本当にそうで

しょうか？そもそも、ネットで得られるニュースの多くは、新聞社が取材した記事で、新聞社が消え

てしまったらネットメディアに配信される記事もなくなってしまいます。新聞記者は、取材の仕方か

ら原稿の書き方、事実関係の確認まで、厳しく指導されて育ちます。新聞離れが進んだアメリカの

事例をもとに、新聞が民主主義を支える重要なインフラであることを説き、そんな新聞を十二分に

活用する方法を紹介しています。 
 

オリンピックでよく見るよく聴く国旗と国歌 吹浦 忠正／著 三修社 



 

 

インドが変える世界地図 広瀬 公巳／著 文藝春秋 

生きづらさについて考える 内田 樹／著 毎日新聞出版 

奇跡の集落やねだんを取材した日々 山縣 由美子／著 羽鳥書店 

データでよみとく外国人“依存”ニッポン ＮＨＫ取材班／著 光文社 

ベーシックインカムを問いなおす 佐々木 隆治／編著 法律文化社 

退職代行 小澤 亜季子／著 ＳＢクリエイティブ 

 

自然・ビジネス・産業 

なぜ科学を学ぶのか 池内 了／著 筑摩書房 

身近な美鉱物のふしぎ 柴山 元彦／著 ＳＢクリエイティブ 

残酷な進化論 更科 功／著 ＮＨＫ出版 

水道が危ない 菅沼 栄一郎／著 朝日新聞出版 

プラスチックの現実と未来へのアイデア  東京書籍 
 

『 宇宙から帰ってきた日本人 日本人宇宙飛行士全１２人の証言 』  誠文堂新光社 

１９９０年、日本人初の宇宙飛行士として、TBSの特派記者・秋山豊
と よ

寛
ひろ

さんが旧ソ連の宇

宙船に搭乗しました。宇宙ステーションから地球の模様を中継したのを覚えていらっしゃる

方も多いのではないでしょうか。それからおよそ３０年――これまでに、１２人の日本人が宇

宙空間へと飛び立ち、そこから青く輝く地球を眺めました。ある人は「あまりにも崇高な存在

に見えた」と語り、またある人は「なんだ、こんなものか。テレビで見るのと一緒だな」と感じた

そうです。全１２人の日本人宇宙飛行士たちが、それぞれの「宇宙体験」について多様で

個性あふれる言葉で語っています。 
 

トコトンやさしい真空技術の本 関口 敦／著 日刊工業新聞社 

タネの未来 小林 宙／著 家の光協会 

ブラックマーケティング 中野 信子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

芸術・趣味 

バンクシー壊れかけた世界に愛を 吉荒 夕記／著 美術出版社 

絵本むかし話ですよ ２ 五味 太郎／著 方丈社 

Ｗｈｅｎ Ｉ ｗａｓ ｓｅｖｅｎ． 川内 倫子／著 ＨｅＨｅ 

リサイクルで作るエコうつわ 寺西 恵里子／著 日東書院 

はじめての粘土アート小さな花と実のレシピ 牛嶋 君子／著 芸術新聞社 
 

『 ベニシアと正、人生の秋に 』   

ベニシア・スタンリー・スミス＆梶山正/著 風土社 

京都・大原の古民家で、花とハーブに囲まれた生活を送るベニシアさん。NHK の番組でも

人気です。そんな彼女の目が、病気によって見えにくくなり、これまでのように庭の手入れが

できなくなったことをこの本では打ち明けています。それでも前向きに生きようとするベニシア

さんを温かく見守る夫の正さん。二人の言葉によって、生い立ちや、これまでの暮らしが鮮や

かな写真と一緒につづられます。悩み、苦労をともにしてきた二人の姿は読む人に共感を呼

ばずにはいられません。 
 

革で作るスマートフォンケース  スタジオタッククリエイティブ 

みんなで連弾ハッピー★クリスマス 第５版  全音楽譜出版社 

歌舞伎キャラクター絵図 新版 辻村 章宏／画 メイツ出版 

阪神タイガース１９８５－２００３ 中川 右介／著 筑摩書房 



ことば・文学・小説 

岐阜弁まるけ 神田 卓朗／著 風媒社 

ＢＯＯＫＭＡＲＫ 金原 瑞人／編 ＣＣＣメディアハウス 

万葉集を歩く 富田 敏子／編著 平凡社 

みどりとなずな ねじめ 正一／著 クレヨンハウス 
 

『 星と龍 』  葉室麟/著 朝日新聞出版 

悪党と呼ばれる一族に生まれた楠木正成は、近隣の諸将を討伐し、京で後醍醐天皇に出

会う。「生涯で正しきことをなしたい。」帝の信頼を得た正成は、正義の旗をかかげて戦いに

乗り出し、ついに討幕をはたす。しかし、後醍醐天皇が天皇中心の政治を始めると、理想と

現実との隔たりに困惑していく・・・「夢に生き、夢に死のうとも、正義だけは失わぬ。」不世出

の猛将かつ知将、楠木正成を描く。２年前に亡くなった作家・葉室麟、絶筆の作品です。 
 

『私の家』 父母と娘、伯父、大叔母。祖母の法要で集った一族は、記憶と秘密を共有する 青山 七恵／著 集英社 

『いもうと』 ２７歳になった北尾実加。悩み多き彼女に「声」が語りかける。『ふたり』続編 赤川 次郎／著 新潮社 

『どうしても生きてる』 嫌いな自分、嫌な出来事。その向こうに光を感じる６つの短編 朝井 リョウ／著 幻冬舎 

『蝦夷太平記 十三の海鳴り』 鎌倉末期の東北、北海道。アイヌと生きる男の一代記 安部 龍太郎／著 集英社 

『残業禁止』 ホテル建設中の現場に舞い込んだ残業規制の指示。しかも納期厳守！？ 荒木 源／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『潮待ちの宿』 瀬戸内、港町の宿で働く少女の目を通して、幕末から明治を描く 伊東 潤／著 文藝春秋 

『流葉断の太刀 裏用心棒譚２』 当て身一発で追っ手を黙らす、用心棒の痛快な活躍 上田 秀人／著 徳間書店 

『最果ての決闘者』 新選組副長・土方歳三が記憶を失いアメリカへ。闘いの日々を送る 逢坂 剛／著 中央公論新社 

『彼方のゴールド』 配属先はスポーツ雑誌の編集部。でも、ある競技に苦い思い出が 大崎 梢／著 文藝春秋 

『小箱』 しずかな孤独のさらに奥深くで、ひとびとの冥福を祈る「おくりびと」たち 小川 洋子／著 朝日新聞出版 

『某』 「某」、それは名前も記憶もお金も持たない生きもの。「某」は人間に擬態して生きる 川上 弘美／著 幻冬舎 

『飛べないカラス』 元俳優・元経営者・元犯罪被害者・元受刑者の俺に舞い込んだ依頼 木内 一裕／著 講談社 

『まよい道 新・吉原裏同心抄１』 吉原会所の八代目候補、京都・島原遊郭へ修行に 佐伯 泰英／著 光文社 

『サンズイ』 サンズイ＝汚職。政治家の収賄容疑を追う刑事の敵は、警察の中にいる 笹本 稜平／著 光文社 

『日照雨 芽吹長屋仕合せ帖』 縁結び屋・おえん。帰ってきた行方不明の息子は本物か 志川 節子／著 新潮社 

『警視庁浅草東署Ｓｔｒｉｏ』 警察・ヤクザ・政治家の三人は竹馬の友。そろって悪を斬る 鈴峯 紅也／著 徳間書店 

『グランドシャトー』 家出少女のアイディアが、苦境のキャバレーを救う……のか？ 高殿 円／著 文藝春秋 

『髪結おれん 恋情びんだらい』 将来を誓った相手が島流しに。帰りを待つおれんだが 千野 隆司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ツナグ 想い人の心得』 一生に一度だけ、死者との再会を叶える役目を引き継いで 辻村 深月／著 新潮社 

『鉄の楽園』 じり貧の鉄道王国、カギは鉄道専門大学の設立にあり。痛快経済エンタメ 楡 周平／著 新潮社 

『罪と祈り』 隅田川で死んだ父たちと未解決誘拐事件の真相は。絆と葛藤を描く物語 貫井 徳郎／著 実業之日本社 

『私はスカーレット １』 名作『風と共に去りぬ』が、ポップな文体で鮮やかな色をまとう 林 真理子／著 小学館 

『谷中の街の洋食屋紅らんたん』 そこは時間のゆっくり流れる店。のんびりと癒します 濱野 京子／著 ポプラ社 

『カエルの小指』 詐欺師から足を洗った男に、新たなトラブルが。『カラスの親指』続編 道尾 秀介／著 講談社 

『生命式』 実験箱のような小説たち。『コンビニ人間』の原石を含む１２の短編 村田 沙耶香／著 河出書房新社 

『また明日』 昭和３０年代から平成へ、小学生から還暦へ。級友５人が歩んだ人生 群 ようこ／著 幻冬舎 

『迷いながら生きていく』 「人生１００年」に戸惑う全ての人に贈る、新「生きるヒント」 五木 寛之／著 ＰＨＰ研究所 

『ひみつのしつもん』 ぼんやりと、けれど軽やかに現実をはぐらかす迷エッセイ第３弾 岸本 佐知子／著 筑摩書房 

『弾丸メシ』 福島の餃子、吉祥寺のステーキ、アントワープのワッフル……美食弾丸旅行 堂場 瞬一／著 集英社 

『異端の被爆者 ２２度のがんを生き抜く男』 被爆後５０年を超えて、その傷は現れた 横井 秀信／著 新潮社 

『死んだら飛べる』 飛行機に乗る予定のある方へはおすすめできない、恐怖短編集 スティーヴン・キング／編 竹書房 

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。 


