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<湖東図書館> 

『 ロミオとジュリエット 』（138分／洋画・字幕）              

3月 14日（土）14:00～16:20 

『 暴れん坊兄弟 』（86分／邦画）              

4月 11日（土）14:00～15:30 
 

<永源寺図書館> 

『 大脱走 』（165分／洋画・字幕） 

3月 7日（土）14:00～16:45 

『 男はつらいよ 第 9作 柴又慕情』（107分／邦画） 

4月 25日（土）14:00～15:50 

** 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 

小さな鉄道のぶらり旅 長屋 良行／著 中央出版 

路線別一日乗車券でめぐる東京  昭文社 

どこからが病気なの？ 市原 真／著 筑摩書房 

ナーシング・グラフィカＥＸ １～９巻  メディカ出版 

子どもたちのビミョーな本音 武井 明／著 日本評論社 

透析療法 石橋 由孝／著 主婦の友社 

『 ５０代からの疲れをためない小さな習慣 』  岸本葉子/著  佼成出版社 

５０代後半を迎えた人気エッセイスト・岸本葉子さんが最近つくづく感じているのは、「疲れた、だる

い、またたるんだ…… ４０代と５０代はハッキリ違う」ということ。とはいえ、人生１００年時代というな

らば、あと半分近くあるわけで、愚痴っているだけではもったいないですよね。４０代とは異なるリアル

から目をそむけず、不調のときの対処法、日々の生活、心の持ちようなど様々な面から整えて、心

と体の付き合い方をリセットし、この先のステージに進めていく。そのために岸本さんが日々実践して

いる暮らし術を紹介しています。５０代を無理せず、ゆる～く生きるヒントが満載です。 
 

地味にスゴイ日用品ベストブック  晋遊舎 

おたのしみ歳時記 杉浦 さやか／著 ワニブックス 

縫い代つき型紙でかんたんソーイング  ブティック社 

かぎ針で編むおしゃれな巾着バッグ  アップルミンツ 

柴田明美パッチワークで「ヒュッゲ」な暮らし 柴田 明美／著 ブティック社 

村上祥子のシニア料理教室 村上 祥子／著 女子栄養大学出版部 

丼マニア  エイ出版社 

絶品！バスクチーズケーキ 藤沢 セリカ／著 河出書房新社 

子どもとママの「お片づけ」のしかけ！ 吉井 瑞紀／著 セルバ出版 

７歳からの老犬ごはんの教科書 俵森 朋子／著 誠文堂新光社 

 

社会・教育・福祉 

絵本がつなぐ高齢者と子どもたち 森本 ちか／著 くもん出版 

産経新聞風雲録 大野 敏明／著 マガジンランド 

シベリア出兵 土井 全二郎／著 潮書房光人社 

女たちのシベリア抑留 小柳 ちひろ／著 文藝春秋 

室町の覇者足利義満 桃崎 有一郎／著 筑摩書房 
 

『 線と管のない家 たくさんのふしぎ２０２０年３月号 』 

森枝卓士/著 福音館書店 

冷蔵庫やエアコンがつながっているコンセント、このコンセントの向こうには、電線があり、電柱が

あります。水道は水道管で、ガスはガス管で、それぞれ家に届けられます。私たちの家は、たくさ

んの線や管につながっています。でも、地震で発電所や水道管が壊れたら？ 台風で電線が切

れてしまったら？ この本では、そんな心配のない家を作ろうとした一家の、家ができるまでを写

真で追っています。電気はソーラーパネルとバッテリーで、水は雨水を使って、トイレも尿や便を

発酵させて肥料にするシステムです。こうしてできあがったのはとても美しい家でした。 
 

憲法九条の「損」と「得」 太田 光／著 扶桑社 

「小さな拠点」をつくる 藤山 浩／編著 農山漁村文化協会 

世界「倒産」図鑑 荒木 博行／著 日経ＢＰ社 



 

 

かんぽ崩壊 朝日新聞経済部／著 朝日新聞出版 

「国民年金」１５０％トコトン活用術 日向 咲嗣／著 同文舘出版 

韓国徴用工裁判とは何か 竹内 康人／著 岩波書店 

ルポ定形外家族 大塚 玲子／著 ＳＢクリエイティブ 

高齢者に喜ばれる「マジック」レクリエーション現場で使える手品ネタ＆実演のコツ  メイツ出版 

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手にお金と付き合うための本 村上 由美／著 翔泳社 

災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム／編著 ぎょうせい 

奨学金まるわかり読本 ２０２０ 久米 忠史／著 合同出版 

アクティブ・ラーニングとは何か 渡部 淳／著 岩波書店 

おとなが学ぶ京都の大学活用ガイド  淡交社 

 

自然・ビジネス・産業 

企業・自治体のための気候変動と災害対策 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 

ハウ・トゥー ランドール・マンロー／著 早川書房 

対論！生命誕生の謎 山岸 明彦／著 集英社インターナショナル 

世界でいちばん変な虫 海野 和男／写真 草思社 

琵琶湖治水に命をかけた藤本太郎兵衛三代 石田 弘子／著 彦根：サンライズ出版 

気候危機 山本 良一／著 岩波書店 

目指せ！全国制覇御城印ガイド  徳間書店 

空飛ぶクルマのしくみ 空飛ぶクルマ研究ラボ／著 日刊工業新聞社 
 

『 行きたい！企業ミュージアム 』  イカロス出版 

日本には数多くの博物館がありますが、企業が自社の活動を紹介した企業ミュージアムは、

１０００館にも及ぶそうです。この本では、そんな企業ミュージアムから１０６ヶ所を厳選し、紹介

しています。自動車や鉄道、食品、家電から便器まで、様々な企業が運営する博物館は、そ

の企業の歴史を学ぶだけではありません。製品の仕組みや技術、知られざる工夫を知ることが

できるバックヤードツアーやオリジナルなおみやげ等、個性的な魅力でいっぱいです。一味違う

博物館めぐりに出かけてみましょう。 
 

ストーリーを楽しむだけでいい！ビジネス英語奮闘記 晴山 陽一／著 三修社 

ペライチのデザイン ＢＮＮ編集部／編 ビー・エヌ・エヌ新社 

 

芸術・趣味 

日本の刃物研ぎの技法 大工道具研究会／編 誠文堂新光社 

美を見極める力 白洲 信哉／著 光文社 
 

『 近江の能 中世を旅する 』 井上由理子/著 サンライズ出版 

「古典芸能」にもいろいろありますが、江戸時代に発展した歌舞伎や文楽は大坂や江戸を、それ

より前に隆盛を極めた能楽や狂言は近江や京都を多く舞台にしています。逢坂の関、石山寺、守

山宿、竹生島……本書に紹介されているような、能にしたくなる魅力的なエピソードを持つ地がた

くさんあるということです。 

東近江も能とのゆかりは深く、県内で最も多くの能面を伝承してきたのが、奥永源寺の旧小椋庄。

また、能の源流である申楽（猿楽）が盛んだったのは大和と近江で、近江の代表的な座（グループ）

として今の蒲生大森町または八日市地区の大森町に「大森座」があったといわれています。 
 

７日でうまくなる油絵初級レッスン 増補改訂 小屋 哲雄／著 誠文堂新光社 

ものは言いよう ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 

ｂｅｃｈｏｒｉのカラフルハンドレタリング ｂｅｃｈｏｒｉ／著 メイツ出版 



レゴブロックの世界 ６０周年版 ダニエル・リプコーウィッツ／著 東京書籍 

タカラヅカの解剖図鑑 中本 千晶／著 エクスナレッジ 

これ一冊で丸わかり！関西の船釣り最新テクニック 菊池 雄一／編 つり人社 

 

ことば・文学・小説 

自分のことは話すな 吉原 珠央／著 幻冬舎 

繊細すぎる人のための自分を守る声の出し方 司 拓也／著 朝日新聞出版 

美しい「歳時記」の植物図鑑 「美しい歳時記の植物図鑑」編集委員会／編 山川出版社 
 

『 おっぱいエール 』  本山聖子/著 光文社 

 百花
も も か

２５歳、高校時代の同級生と結婚し妊活を始めた矢先に乳がん発覚。菜
な

都
つ

３２歳、

老舗造り酒屋の嫁として育児に奮闘する最中に乳がん発覚。柚子
ゆ ず こ

２９歳、花嫁検診で乳

がんが見つかり婚約破棄。戸惑い苦しみながらも前向きに闘病する３人は、やがて闘病ブ

ログを通して出会い、一緒に金沢を旅することにします。病であっても、何を食べ、誰と会い、

どこに行くか、明日をどう生きるのかを決める権利は自分にある……人生は楽しい！ 自ら

も若年性乳がんを乗り越えた著者が、生きる希望と勇気を描きます。 
 

『ｍｅｄｉｕｍ 霊媒探偵城塚翡翠』 死者の言葉を伝える少女に、殺人鬼の魔手が迫る 相沢 沙呼／著 講談社 

『さいはての家』 駆け落ち、逃亡、雲隠れ。行き詰まった人々と「家」をめぐる連作短編 彩瀬 まる／著 集英社 

『イマジン？』 憧れの映像制作現場、それは現実と物語を繋げる魔法の世界。走れ新米！ 有川 ひろ／著 幻冬舎 

『御社のチャラ男』 秘密のあだ名は「チャラ男」、三芳部長を周囲の人々が語ります 絲山 秋子／著 講談社 

『雲を紡ぐ』 羊毛を染め、紡ぎ、織り上げられたホームスパンをめぐる親子三代の物語 伊吹 有喜／著 文藝春秋 

『清算 特命金融捜査官』 不正融資疑惑と 28年前の惨殺事件、ふたつが交錯する 江上 剛／著 新潮社 

『わるじい慈剣帖 ２ これなあに』 愛する孫の安寧を守るため、枯れ葉の剣で大活躍 風野 真知雄／著 双葉社 

『占
うら

』 恋も仕事も占いで楽になる、そう思っていたのに――女たちの迷いと希望を描く 木内 昇／著 新潮社 

『幼な子の聖戦』 青森の小さな村の選挙戦は、思いもかけぬ方向へ。芥川賞候補作ほか 木村 友祐／著 集英社 

『オカシナ記念病院』 「離島の医療」を学ぶはずが、「できるだけ何もしない」方針で 久坂部 羊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『あきんど 絹屋半兵衛』 湖東焼に魅せられた彦根の呉服商。『藍色のベンチャー』改題 幸田 真音／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『歌舞伎座の怪紳士』 「祖母の代わりに観劇する」という奇妙なバイト。その真意は 近藤 史恵／著 徳間書店 

『山岳捜査』 谷あいに倒れていた女性の首に他殺の痕。しかし、死体は雪崩に覆われて 笹本 稜平／著 小学館 

『稚児桜 能楽ものがたり』 破壊、復讐、嫉妬……能の曲目を下敷きにした８つの物語 澤田 瞳子／著 淡交社 

『お勝手のあん』 品川宿の老舗宿屋にやってきたお勝手女中見習い。著者初の時代小説 柴田 よしき／著 角川春樹事務所 

『縁切寺お助け帖 姉弟ふたり』 役人の妾にされた姉と弟を救えるか。シリーズ第２弾 田牧 大和／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『線は、僕を描く』 筆先の生み出す線で命を描く。水墨画家による喪失と再生の物語 砥上 裕將／著 講談社 

『わたしの美しい庭』 その屋上には庭園と神社がある。悪い縁を断ち切ってくれるのだ 凪良 ゆう／著 ポプラ社 

『ドクダミと桜』 不妊治療に焦る咲良と、シングルマザーの多実。１９年ぶりに再会して 平山 瑞穂／著 新潮社 

『鐘を鳴らす子供たち』 戦後の大ヒットドラマ「鐘のなる丘」。それは自分たちの物語 古内 一絵／著 小峰書店 

『背高泡立草』 長崎の島で、時に海から来る者を受け入れてきた一族。芥川賞受賞作 古川 真人／著 集英社 

『炎より熱く』 入退院を繰り返す患者は保険金詐欺を犯しているのか、それとも…… 矢口 敦子／著 集英社 

『太平洋食堂』 明治 37年、和歌山・新宮に開店した洋食屋。その主人の使命と運命は 柳 広司／著 小学館 

『老人初心者の覚悟』 65歳、「高齢者」に仲間入り。強気に弱気に老化と格闘する日々 阿川 佐和子／著 中央公論新社 

『結婚の奴』 人生を変えるような恋愛は無理、でもひとりは嫌だ。ゲイの夫（仮）との生活 能町 みね子／著 平凡社 

『生きてく工夫』 イラストレーター/装丁者/エッセイスト。ほっこりイラスト満載の暮らし 南 伸坊／著 春陽堂書店 

『あの日を刻むマイク ラジオと歩んだ九十年』 終戦の前日を知る元ＮＨＫラジオアナ 武井 照子／著 集英社 

『戦争と平和』1 ナポレオン戦争、貴族の興亡、大地に生きる農民……代表作を新訳で トルストイ／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。 


