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新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

４月の行事（映画会ほか）は中止しています。 

５月以降、再開する場合は 

館内の掲示などでお知らせします。 

 

** おしらせ ** 

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 

インターネットで、図書館の資料を検索したり 

本や雑誌のバックナンバーを予約することができます。 

右のQRコードから、図書館ホームページにアクセス

してみてください。 
※予約には図書館で発行するパスワードが必要です 

** ごぞんじですか ** 



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 

にっぽん全国１００駅弁 櫻井 寛／著 双葉社 

金沢で食べたい１００のもの  ジェイティービーパブリッシング 

はじめて旅するウラジオストク 矢巻 美穂／著 辰巳出版 

そろそろ親とお金の話をしてください 安田 まゆみ／著 ポプラ社 

早川一光の「こんなはずじゃなかった」 早川 さくら／著 ミネルヴァ書房 

看護がみえる ｖｏｌ．１＆ｖｏｌ．2 医療情報科学研究所／編 メディックメディア 

心臓によい運動、悪い運動 古川 哲史／著 新潮社 

ＮＨＫきょうの健康関節・骨を守る２９５のＱ＆Ａ事典 「きょうの健康」番組制作班／編 主婦と生活社 

どうする？保育園＆小さな子どものいる家庭での食物アレルギー 金子 光延／著 かもがわ出版 

疲れないからだになる鉄分ごはん ワタナベ マキ／著 家の光協会 

絵でわかる薬のしくみ 船山 信次／著 講談社 

『 毎日が最後の晩餐
ばんさん

 』  玉村豊男/著  天夢人 

エッセイスト・画家・農園主・ワイナリーオーナーとして、いくつもの顔を持つ玉村豊男氏。美食家と

して知られる著者が７５歳になった今、５０年間つくり続けてきた料理の中から淘汰され最後に残っ

た「簡単で、間違いがなく、確実においしい」レシピを妻のリクエストに応えて書き遺しました。「毎日の

夕食を食べるとき、これが最後の晩餐かもしれない……と思えば、余計なことは忘れて、目の前の

食卓だけを楽しむ気分になるだろう」という玉村流レシピ＆エッセイをどうぞご堪能ください。 

＊「失敗しない鉄板レシピ」と紹介されている『ギリシャ風ムサカ』を実際に作ってみました。

私には「簡単」ではありませんでしたが、「間違いがなく、確実に」美味しかったです！  
 

小さな平屋。  エクスナレッジ 

おしゃれ以前の服選びと身だしなみ  朝日新聞出版 

手作りしたい男の子の毎日服  ブティック社 

早川ユミのちくちく服つくり 早川 ユミ／著 名古屋：中央出版 

フェルトで作る立体的な絵のバッグ 岩野 知美／著 文化出版局 

斉藤謠子の布で描くいきものたち 斉藤 謠子／著 ＮＨＫ出版 

業務スーパーやみつきレシピ  宝島社 

これがほんとの料理のきほん しらい のりこ／著 成美堂出版 

伝え継ぐ日本の家庭料理 そば・うどん・粉もの 日本調理科学会／編 農山漁村文化協会 

カンタンかわいい園児のおべんとう 主婦の友社／編 主婦の友社 

果実とパンの組み立て方 ナガタ ユイ／著 誠文堂新光社 

 

社会・教育・福祉 

ＱＲコードの奇跡 小川 進／著 東洋経済新報社 

日本思想史 末木 文美士／著 岩波書店 

世界史の針が巻き戻るとき マルクス・ガブリエル／著 ＰＨＰ研究所 

歴史とは靴である 磯田 道史／著 講談社 

「馬」が動かした日本史 蒲池 明弘／著 文藝春秋 

物語パリの歴史 高遠 弘美／著 講談社 

孫正義事業家の精神 井上 篤夫／著 日経ＢＰ社 

サル化する世界 内田 樹／著 文藝春秋 

国会をみよう 上西 充子／著 集英社クリエイティブ 

孤塁 双葉郡消防士たちの３．１１ 吉田 千亜／著 岩波書店 



 

 

『 自分に合った終
つい

の住処
す み か

の選び方ハンドブック 』  伊藤禎/著 展望社 

人間、誰もが終末期（死に向かう期間）を迎えます。その終末期を一体どこで迎えるのか、

悩んでおられる高齢者の方も多いかと思います。終末期を迎える場所を終の住処と言いま

すが、その選び方はかなり難しいものがあります。本書では、終の住処を選ぶにあたっての基

本的な考え方や自宅を終の住処とする場合の可能性と留意点、そして有料老人ホームを

はじめとする高齢者向け施設等に入居する場合の施設ごとの特徴（長所・短所など）につい

て、分かりやすく解説しています。知力、気力、体力の充実している間に準備を進め、自分に

合った終の住処を選びましょう。 
 

追跡金正男暗殺 朝日新聞取材班／著 岩波書店 

民生委員活動の基礎知識 小林 雅彦／著 中央法規出版 

小さな地域と小さな学校 中島 勝住／編著 明石書店 

保育者のための外国人保護者支援の本  かもがわ出版 

新・大学でなにを学ぶか 上田 紀行／編著 岩波書店 

 

自然・ビジネス・産業 

「ファインマン物理学」を読む電磁気学を中心として 普及版 竹内 薫／著 講談社 

身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた 山口 悟／著 ベレ出版 

消えゆくアラル海 石田 紀郎／著 藤原書店 

『 京都市動物園飼育係ものがたり スパイホール 』  高橋鉄雄/著 京都新聞出版センター 

京都市動物園といえば、滋賀県民なら誰もが一度は訪れたことがある施設ではないでしょ

うか。そこで４５年間、飼育係として働いた高橋さんは、ほとんどすべての動物の飼育を担

当したそうです。新人の頃にクジャクの飛び蹴りの洗礼を受け、ゴリラの赤ちゃんと心を通わ

せ、キリンの突然の死に心を痛めました。いろいろな動物の出産に立ち会うとともに、多くの

死も経験しました。（スパイホールとは、飼育係が係員通路から動物やお客さんの様子を

見るのぞき穴のこと。）表紙の体重を計るゴリラの赤ちゃんの写真もほほえましいですが、本

文中、ぬいぐるみを怖がって、高橋さんにしがみつく赤ちゃんのまなざしを是非ご覧ください。 
 

リーダーとして覚えておいてほしいこと 野村 克也／著 ＰＨＰ研究所 

暗渠パラダイス！ 高山 英男／著 朝日新聞出版 

日本の建築家解剖図鑑 二村 悟／著 エクスナレッジ 

作りながら学ぶＷｅｂプログラミング実践入門 掌田 津耶乃／著 マイナビ出版 

福島で酒をつくりたい 上野 敏彦／著 平凡社 

イネ大事典 上・中・下巻 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 

ビジネス英語便利帳 生駒 隆一／著 研究社 

 

芸術・趣味 

現代アートとは何か 小崎 哲哉／著 河出書房新社 

わかる！選べる！使える！画材ＢＯＯＫ 磯野 キャビア／著 玄光社 

できるゼロからはじめる楽典超入門 侘美 秀俊／著 リットーミュージック 

『 イラスト京都御所 』 下間正隆/絵と文 京都新聞出版センター 

京都御苑の緑に囲まれたジャリ道と築地
つ い じ

塀
べい

の中に京都御所があります。京都は、７９４年の

平安京遷都から皇室とともに歴史を歩んできました。なかでも天皇が政治や儀式を行い、生

活の場として暮らした京都御所は、火災等で建物やその場所を変えながらも京都の中心とし

て存在し続けています。この本では、京都御所の歴史、今日の京都御所、紫宸殿
し し ん で ん

や清涼殿、

宮中で行われた行事、御殿や門などを親しみのあるイラストとともに解説しています。 



高倉健の美学 小田 貴月 文芸春秋 

本気の草野球 若松 健太／著 英和出版社 

琵琶湖のビッグバスパターン９９  つり人社 

茶の仕覆と袋もの 大澤 実千世／著 淡交社 

将棋指しの腹のうち 先崎 学／著 文藝春秋 

鉄道模型自動運転のレイアウト 寺田 充孝／著 工学社 

 

ことば・文学・小説 

綴る女 林 真理子／著 中央公論新社 

わたしの芭蕉 加賀 乙彦／著 講談社 

『 わたしの外国語漂流記 』  河出書房新社/著 河出書房新社 

 新しい年度がはじまりました。せっかくだから、何か新しいことをはじめてみようと思ってい

る方もいらっしゃるのでは。外国語はいかがでしょうか？ 英語、中国語、スペイン語。チェ

コ語、フィジー語、アカン語……？ 母語ではない言葉を学ぶことは、困難の連続ですが、

発見も多いもの。言語学者に生物学者、テニス選手に漫画家まで、未知の言葉の世界に

飛び込んだ２５人の体験が、一冊にぎゅっとつまっています。ちなみに「アカン語」は、アフリ

カのガーナで一番話者数の多い言語なのだそうです。 
 

『花嫁は三度ベルを鳴らす』 ヴァンパイア伝説の地で事件発生！ シリーズ第３３弾 赤川 次郎／著 実業之日本社 

『発注いただきました！』 有名企業からのオファー（無理難題）に、応えよ直木賞作家。 朝井 リョウ／著 集英社 

『流人道中記』上・下 切腹を拒んだ旗本を蝦夷へと送り届けるのは１９歳の見習い与力 浅田 次郎／著 中央公論新社 

『海の十字架』 戦国時代＝大航海時代。武将達の運命を、銀・鉄砲・キリスト教が変える 安部 龍太郎／著 文藝春秋 

『召喚 勘定侍柳生真剣勝負１』 商人の孫なのに、「御家を救うため」差し出されて…… 上田 秀人／著 小学館 

『しゃもぬまの島』 幻獣の住む島。美しい少女たちの記憶と呪われた家系の秘密 上畠 菜緒／著 集英社 

『去年の雪』 １００人以上の登場人物、自由自在に時空をまたぐ１２３篇のストーリー 江國 香織／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『東京、はじまる』 建物と風景が近代国家を信じた建築家・辰野金吾の熱い生涯 門井 慶喜／著 文藝春秋 

『たおやかに輪をえがいて』 結婚２０年、人生の折り返し地点で家族の真実を知る 窪 美澄／著 中央公論新社 

『わかれ縁』 夫との離縁調停にかかる金のため、絵乃は公事宿の手代として働くことに 西條 奈加／著 文藝春秋 

『言の葉は、残りて』 将軍・源実朝に嫁いだ摂関家の姫。和歌が二人をつないだものの 佐藤 雫／著 集英社 

『かんばん娘 居酒屋ともえ繁盛記』 うまい肴にうまい酒、人情のつまった時代小説 志川 節子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ひこばえ』上・下 家を出て、郊外の一人暮らしの末に亡くなった父は「自分史」を遺した 重松 清／著 朝日新聞出版 

『天穹の船』 江戸末期、ロシア人のために船を建造することになった船大工の青春 篠 綾子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『あきない世傳金と銀 ８ 瀑布篇』 町人向けの小紋染めで成功し、商売順調のはずが 高田 郁／著 角川春樹事務所 

『帝都地下迷宮』 鉄道マニアの公務員が、廃駅で謎の集団に出会う。彼らの正体は 中山 七里／著 ＰＨＰ研究所 

『失せ物屋お百』 化け物長屋に住むお百の左目は、人には見えないものを見る…… 廣嶋 玲子／著 ポプラ社 

『神域』上・下 再生医療は救世主か、それとも――社会の闇を斬る著者初の医療小説 真山 仁／著 毎日新聞出版 

『金沢古妖具屋くらがり堂』 お人よし男子高校生のバイト先はクールな美形妖怪の店 峰守 ひろかず／著 ポプラ社 

『丸の内魔法少女ミラクリーナ』 魔法のコンパクトで変身し、日々を乗り切るＯＬリナ 村田 沙耶香／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『嫁ぐ日 狸穴あいあい坂』 恋心を胸に秘めて嫁いだ結寿に、思わぬ別れが訪れる 諸田 玲子／著 集英社 

『魂の 痕
きずあと

』 済州島に生まれ、過酷な結婚から逃れて大阪に渡ったある女の苛烈な半生 梁 石日／著 河出書房新社 

『てしごと おんな職人日乗』 西條奈加・澤田瞳子ら人気作家の描く江戸の女性職人 あさの あつこ／（他）著 徳間書店 

『黄犬交遊抄』 日本文学をこよなく愛し日本に寄り添った学者の、美しい九十六年 ドナルド・キーン／著 岩波書店 

 

 

「大活字本」あります 

通常より大きなサイズやくっきりした線の文字で

印刷された本もあります。どうぞご利用ください 

 

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。 


