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2 月 28 日（金） 

永源寺…開館 

愛東…休館 

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  開催中～1月 23日（木） 

 

<湖東図書館> 

『 フラッシュダンス 』（95分／洋画・字幕）              

1月 11日（土）14:00～15:35 

『 お茶漬の味 』（115分／邦画）              

2月 8日（土）14:00～15:55 
 

<永源寺図書館> 

『 たそがれ清兵衛 』（129分／邦画） 

2月 15日（土）14:00～16:10 

※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 

子育てを元気にする絵本 大豆生田 啓友／著 エイデル研究所 

世界の本屋さんめぐり ナカムラ クニオ／著 産業編集センター 

埼玉ぶらり歴史探訪ルートガイド 埼玉歴史散策の会／著 メイツ出版 

観音ガールと巡る近江の十一面観音 對馬 佳菜子／著 能美舎 

こんなときどうしたらいいの？感情的にならない子育て 高祖 常子／著 かんき出版 

まぁるい死 徳永 進／著 朝日新聞出版 

認知症の危険度がわかる自己診断テスト 広川 慶裕／著 自由国民社 

１分間指体操 山崎 律子／編 ミネルヴァ書房 

がん専門医が、がんになって分かった大切なこと 中川 恵一／著 海竜社 

３０代夫婦が建てたナチュラルな暮らしを楽しむ家  主婦と生活社 

『 ニッポンお宝食材 』  向笠千恵子/著 小学館 

お取り寄せは簡単で便利ですが、「食べに行く」という旅もいいものです。この本では、フード

ジャーナリストである著者がニッポン各地６０カ所の食材・調味料を訪ね、生産現場を取材し

ています。和食では肉・魚・野菜の持ち味を生かすことを大切にされていますが、食材の旬、

鮮度、そして何より生産者の栽培・捕獲・加工などの技術が重要です。そうした生産現場を

訪れ、地元の名店で食べてみるという旅の提案をしています。全国のおいしいものを食べに

行きたくなりますね。地元の「近江牛」も紹介されています。 
 
 

主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上にヤバくなった件 河内 瞬／著 主婦の友社 

型紙いらずの着物リメイク１枚の着物で大人服＆子ども服 松下 純子／著 河出書房新社 

エコファーで作る 水野 佳子／著 文化出版局 

からだが温まるとろみのレシピ 吉澤 まゆ／著 池田書店 

枝元なほみの今夜はおでん 枝元 なほみ／著 技術評論社 

おおきなクッキー！ 荻田 尚子／著 主婦と生活社 

ほうじ茶のお菓子 本間 節子／著 主婦の友社 

シニアの断捨離  宝島社 

 

社会・教育・福祉 
  

『 最低賃金 生活保障の基盤 』  日本弁護士連合会貧困問題対策本部/著 岩波書店 

ほぼ毎年、１０月１日前後に厚生労働省が改定する最低賃金。都道府県ごとに時給単位で定めら

れていて、現在一番低いのは青森県その他の７９０円、一番高いのは東京都の１０１３円です。一日

８時間、月に２０日働くと、月給の差は３５６８０円にもなります。この差は、１７年前には半分以下でし

た。とはいえ、地方でも上がっていないわけではありません。どうしてこんなに差がついてしまったので

しょうか。「フルタイムで働けば、人間らしい暮らしを送ることができる」はずの最低賃金は本当に機能

しているのでしょうか。また、最低賃金が上昇すると、地元経済にはどんな影響があるのでしょうか。 

岩波書店と言えばかたい・難しい本が多いというイメージもありますが、この『最低賃金』をはじめとす

る岩波ブックレットは、６０ページ～１００ページ程度の薄さで現代社会のトピックを簡潔に紹介してき

ました。昨年６月に１０００号を突破し、今も刊行が続いています。 
 

明智光秀と琵琶湖 大沼 芳幸／著 海青社 

彼岸の図書館 青木 真兵／著 夕書房 

ミシェル・フーコー 慎改 康之／著 岩波書店 

不良という矜持 下重 暁子／著 自由国民社 



 

 

江戸の災害 フレデリック・クレインス／著 講談社 

樺太地上戦 ＮＨＫスペシャル取材班／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

女性のいない民主主義 前田 健太郎／著 岩波書店 

Ｑ＆Ａでわかる地価公示の見方・活かし方 日本不動産鑑定士協会連合会／編 中央経済社 

地域とゆるくつながろう！ 石山 恒貴／編著 静岡新聞社 

ネットと差別扇動 谷口 真由美／（他）著 解放出版社 

＃ＫｕＴｏｏ 石川 優実／著 現代書館 

事例で学ぶ発達障害の法律トラブルＱ＆Ａ 鳥飼 康二／著 ぶどう社 

森のようちえんの遊びと学び 金子 龍太郎／著 かもがわ出版 

ろう者と難聴者のための目で学ぶ英語レッスン バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター／編 大修館書店 

 

自然・ビジネス・産業 

潜入ルポａｍａｚｏｎ帝国 横田 増生／著 小学館 

社長って何だ！ 丹羽 宇一郎／著 講談社 

中国人が上司になる日 青樹 明子／著 日本経済新聞出版社 

ドル・人民元・リブラ 中條 誠一／著 新潮社 

誰が科学を殺すのか 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班／著 毎日新聞出版 

やりなおし高校地学 鎌田 浩毅／著 筑摩書房 

日本列島２５００万年史 ＣＧ細密イラスト版  洋泉社 

ヒトは１２０歳まで生きられるのか 田原 総一朗／著 文藝春秋 

最新日本の外来生物 自然環境研究センター／編著 平凡社 
 

『 １５秒から始めるウケるスマホ動画入門 』  戸田覚/著 青春出版社 

キャリア３０年を超えるビジネス作家が手探りで始めたスマホ動画。わかりやすい文章を

短時間で書く自信はあるものの、動画撮影は全くの素人という状態から、試行錯誤を繰り

返して動画を作り、配信を続けます。本書ではその経験をもとに、撮影・編集の基本から、

ユーチューブの配信方法、視聴者を増やすコツまで、誰でもマネできるテクニックを紹介し

ています。人気ユーチューバーになりたい、とまでは思っていないけれど、自分の経験や知

識を活かした「大人の動画」を作ってみたい！ と思われる方、必見です。 
 

図解知識ゼロからのコメ入門 最新版  家の光協会 

世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン／著 青土社 

ＡＮＡ＆ＪＡＬ日本のエアラインＣＡになる本 月刊エアステージ編集部／編 イカロス出版 

 

芸術・趣味 

『 キヨミさんのシニアの庭あそびアイデア 』 長澤淨美/著 農山漁村文化協会 

シニアになって時間は余裕ができたけれど、身体は思うようにならない……。そんなガーデ

ニング好きな方に向けて、庭づくりのアイデアで人気のブロガー、キヨミさんが“無理をしないラ

クラクガーデニング”を提案しています。手間のかからない植物選びに草取りや水やり、草姿

をきれいに保つといった日々の管理作業をラクにする、ちょっとした工夫をご紹介。加えて、

孫やペットが喜ぶ庭の仕掛けやあそび、花と一緒にすき間やコンテナでの野菜栽培など、つ

いつい夢中になってしまうアイデアが満載です。 
 

鉄道模型レイアウト空間づくりのコツとアイデア  メイツ出版 

こういう写真てどう撮るの？ 森下 えみこ／著 インプレス 

六古窯を訪ねる 藤森 武／写真 平凡社 

藁を綯い、春を寿ぐしめ飾り造形とその技法 鈴木 安一郎／著 誠文堂新光社 



クイーン全曲ガイド 石角 隆行／著 シンコーミュージック・エンタテイメント 

「この世界の片隅に」こうの史代片渕須直対談集 こうの 史代／著 文藝春秋 

太極拳で１００歳まで健やかに美しく生きる 楊 慧／著 山と溪谷社 

 

ことば・文学・小説 

「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷 裕子／編 東京堂出版 

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド・セイン／著 河出書房新社 

文豪が泊まった温泉宿５０ 週刊朝日編集部／著 朝日新聞出版 

短歌の詰め合わせ 東 直子／著 アリス館 
 

『 本バスめぐりん 』  大崎梢/著 東京創元社 

３０００冊の本を積んで、雨の日も風の日もまちを巡回する「本バスめぐりん」。運転する

テルさんと司書のウメちゃんは、年の差４０歳のコンビです。サラリーマンを定年退職後、

縁あって本バスの運転手になった新人テルさんは、元気いっぱいの司書ウメちゃんに教

えられたり教えたりしながら、今日もいろいろなステーションをめぐります。そこで繰り広げら

れるちょっとしたエピソードにほろりとしたり、勇気づけられたり。 

東近江にも本バスこと移動図書館車があるので、ぜひご利用を。 
 

『派遣社員あすみの家計簿』 寿退社したのに、恋人が失踪！ 女子人生サバイバル小説 青木 祐子／著 小学館 

『大名倒産』上・下 ２００年積もった借金を計画倒産でチャラに！？ 江戸の経済エンタメ 浅田 次郎／著 文藝春秋 

『信長、天が誅する』 光秀、勝頼、お市……打倒信長を目指したために激しく狂った人生 天野 純希／著 幻冬舎 

『星と祭』 娘を失った父と、息子を失った父とが、琵琶湖のほとりで十一面観音に出会う 井上 靖／著 能美舎 

『暗約領域 新宿鮫 11』 信頼する上司を失い、恋人と別れ、捜査に没入する鮫島だが 大沢 在昌／著 光文社 

『通夜女』 通夜を渡り歩いて遺族を慰める老婆とともに、小夜子は様々な葬儀を訪れる 大山 淳子／著 徳間書店 

『ライオンのおやつ』 瀬戸内の島のホスピス。思い出のおやつをリクエストできる時間が 小川 糸／著 ポプラ社 

『祝祭と予感』 ピアノと奏者をめぐる物語、ベストセラー『蜜蜂と遠雷』スピンオフ小説集 恩田 陸／著 幻冬舎 

『自由は死せず』 黒船来航とともに動き出した悪童の運命。板垣退助の生涯を描く 門井 慶喜／著 双葉社 

『桃源』 仲間の金を持ち逃げした男を追って、沖縄近海へ。著者ひさびさの警察小説 黒川 博行／著 集英社 

『四角い光の連なりが』 ふと思い出す、あの時の感情。そこにはいつも列車があった 越谷 オサム／著 新潮社 

『黄金列車』 第二次大戦末期。ユダヤ人の没収財産を載せ、戦場を駆ける列車の行方は 佐藤 亜紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『夜はおしまい』 秘密を抱えた神父のもとに、逃げ道のない女性たちが訪れる 島本 理生／著 講談社 

『大天使はミモザの香り』 消えたヴァイオリンを追え！ オケ団員と高校生が謎を解く 高野 史緒／著 講談社 

『卒業タイムリミット』 人気教師が誘拐された。「挑戦状」を手にしたのは４人の高校生 辻堂 ゆめ／著 双葉社 

『人面瘡探偵』 限界集落を舞台に、人間の欲と家族の闇をあぶり出す圧巻のミステリー 中山 七里／著 小学館 

『キッドの運命』 廃墟化したタワマン、人間を超える AI――著者初の近未来小説６編 中島 京子／著 集英社 

『緋色のマドンナ 陶芸家・神山清子物語』 朝ドラ「スカーレット」モデル、笑いと涙の物語 那須田 淳／著 ポプラ社 

『魔法使いと最後の事件』 魔法使いマリィとドM刑事小山田コンビ、シリーズ完結 東川 篤哉／著 文藝春秋 

『冬の虹 切り絵図屋清七』 繁盛する絵双紙本屋・紀の字屋を狙う同業者。シリーズ完結 藤原 緋沙子／著 文藝春秋 

『うつくしが丘の不幸の家』 購入した築２１年の家は、「不幸の家」と呼ばれていた 町田 そのこ／著 東京創元社 

『後家殺し』 落語の演題をモチーフに、人間の情念と愛憎を大胆な解釈で描き出す 山本 一力／著 小学館 

『大人のカタチを語ろう。』 今のままじゃだめだ、大人になりたい者たちへ送るエッセイ 伊集院 静／著 集英社 

『希望という名のアナログ日記』 作文の得意な少女が追いかけた作家という夢 角田 光代／著 小学館 

『探検家とペネロペちゃん』 北極と東京、探検家と父親のあいだを行ったり来たり 角幡 唯介／著 幻冬舎 

『みらいおにぎり』 ９３歳の現役料理家が子どもたちに語る、幸せな未来のためのお話 桧山 タミ／著 文藝春秋 

『はい、さようなら。』 「いきかたの極意」と笑顔のつまった日曜説法１０年分 瀬戸内 寂聴／著 光文社 

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。 


