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＜永源寺図書館＞  

15 日（土）14:00～15:30 「お葬式」（邦画） 

＜湖東図書館＞ 

8 日（土）14:00～16:04  

「おしゃれ泥棒」（洋画/字幕） 

 

** 映画会 ** 

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 

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 ** 

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 

世界の魅力的な奇岩と巨石１３９選 地球の歩き方編集室／著 地球の歩き方 

８０歳、歩いて日本縦断 石川 文洋／著 新日本出版社 

すぐにもらえるお金と使えるサービス 溝口 知実／著 自由国民社 

養老孟司入門 布施 英利／著 筑摩書房 

そもそも血糖値ってなんですか？ 福田 千晶／著 主婦の友社 

ＡＰＤ（聴覚情報処理障害）がわかる本  講談社 

「うちの家族、認知症？」と思ったら読む本 長田 乾／著 学研プラス 

今だから知りたいワクチンの科学 中西 貴之／著 技術評論社 

子どもの食物アレルギーあんしんＢＯＯＫ  女子栄養大学出版部 

『 やきもの文様事典 』 陶工房編集部/編 誠文堂新光社 

古くからやきものに描かれてきた文様。よく見ると、幾何学文様や植物文様といったいろ

いろなパターンがあります。例えば「萩」。日本人独特の、秋の物悲しい情緒を描写するも

のとして平安時代から親しまれてきました。桃山時代以降の作品によくみられる栗鼠
り す

も

葡萄
ぶ ど う

と組み合わせることで多幸、多産を象徴するおめでたい文様とされたそうです。そんな

文様の入ったやきものをモチーフごとに複数紹介。古い年代のやきものもあれば、現代の

作家のものもあり、ひとつのモチーフが想像力をかきたててきたことがわかります。 
 

毎日に幸せを見つけるひとり暮らしの作り方 ＫＡＤＯＫＡＷＡライフスタイル編集部／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

麻ひものバッグとポーチとときどき雑貨 青木 恵理子／著 文化出版局 

小さい子にも、大きい子にもぴったりサイズでつくれるこどもグッズ  日本ヴォーグ社 

仕送りごはん 母熊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

家族の味 平野 レミ／著 ポプラ社 

おいしいピッツァ生地が作りたい、とおもったら３３＋１４ 増補改訂版 中村 裕美／著 アップルミンツ 

一度は使ってみたい野菜で、何度でもつくりたいレシピ 植松 良枝／著 プレジデント社 

焚き火料理の本 小雀 陣二／著 山と溪谷社 

こどもおうちあそび大全 横山 洋子／著 永岡書店 

育てて使うはじめてのローズマリー 石川 久美子／著 講談社 

 

社会・教育・福祉 

オードリー・タンデジタルとＡＩの未来を語る オードリー・タン／著 プレジデント社 

むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川 仁志／著 高橋書店 

ヒンドゥー教１０講 赤松 明彦／著 岩波書店 

お殿様の定年後 安藤 優一郎／著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 

語りつぐ ふるさと湖東の歴史と文化 １０  湖東地区まちづくり協議会 

東近江市湖東地区の文化財 湖東地区まちづくり協議会歴史・文化プロジェクト 湖東地区まちづくり協議会 

『 「ほんとのこと」は、親にはいえない 』 木村泰子/著 家の光協会 

子をほめても、しかっても、うまくいかない。私の子育て、これでいいのかな……そんな

時がチャンスだと著者は言います。バタバタ過ごす日々の中で、子にかける言葉の多くは

「指示語」になってしまいがちです。それを「問いかけ」に変えることで「対話」がうまれる。

『親も子も、自分自身の言葉で相手に思いを伝えることは、とても尊いこと』という著者の

言葉にはっとします。変わるのは、子ではなく大人自身。親はイライラ、子はモヤモヤの 

解決のヒントが見つかります。 



民主主義を問いなおす 内山 節／著 農山漁村文化協会 

ある日の入管 織田 朝日／著 扶桑社 

日本の構造 橘木 俊詔／著 講談社 

男が介護する 津止 正敏／著 中央公論新社 

たのしくつながる高齢者の孤立予防モデル 村社 卓／著 川島書店 

ＳＤＧｓ時代の国際協力 西村 幹子／（他）著 岩波書店 

ことばから見る子どもの育ち 今井 和子／著 ひかりのくに 

大学受験がしんどくなったときの息抜きのヒント 砂川 信哉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

成年期を迎えたたんぽぽの子どもたち 滋賀自閉症研究会たんぽぽ／編 滋賀自閉症研究会たんぽぽ 

ふくしま人のものがたり 渡辺 一枝／著 新日本出版社 

 

自然・ビジネス・産業 

宇宙研究のつれづれに 池内 了／著 青土社 

迷走生活の方法 福岡 伸一／著 文藝春秋 

なぞとき深海１万メートル 蒲生 俊敬／著 講談社 

近江路をめぐる石の旅 長 朔男／著 サンライズ出版 

『 小さな会社のＳＤＧｓ実践の教科書 』 青柳仁士/著 翔泳社 

最近よく耳にする「ＳＤＧｓ（エスディージーズ）」。日本語にすると「持続可能な開発目標」で、

たった一つしかない地球で人類が生き続けられるようにするため、環境や社会をよりよいものに

しようという１７の目標をまとめたものです。今、このＳＤＧｓを企業が取り入れて、経営に活かす

動きが活発になっています。なぜなら、ＳＤＧｓに取り組むことは、市場の中に自社の「社会価

値」を残していくことだから。良い商品や安いサービスをただ提供するだけでなく、善き企業であ

ること、顧客の信用や共感を得ることが、ビジネスの成功や発展を支える「見えない資産」につ 

ながる時代なのです。小さな会社ならではのＳＤＧｓへの取り組み方を、７つの実践的なステップで解説します。 
 

できるはんこレス入門ＰＤＦと電子署名の基本が身に付く本 清水 理史／（他）著 インプレス 

ミスしない大百科 飯野 謙次／著 ＳＢクリエイティブ 

図解で早わかり最新会社の税金  三修社 

地図とデータで見る水の世界ハンドブック ダヴィド・ブランション／著 原書房 

図解住まいの設備設計 堀野 和人／著 京都：学芸出版社 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ目指せ達人基本＆活用術 東 弘子／著 マイナビ出版 

土と施肥の新知識 改訂新版 後藤 逸男／（他）著 全国肥料商連合会 

 

芸術・趣味 

『 緊急事態宣言の夜に ボクたちの新型コロナ戦記 2020 』 さだまさし/著 幻冬舎 

２０２０年９月、歌手のさだまさしさんは、でき得る限りの感染対策をしてコンサートツアーを

再開しました。「音楽は希望」であると信じ祈りを込めての再開でした。観客と演奏者が場を

共有し音楽が響き合う時間、１曲目から泣いていた人もいたそうです。コロナ以前からさだ

さんは、音楽活動の傍ら「風に立つライオン基金」を立ち上げ、被災地へ物資とともに音楽

を届けてきました。避難所で歌い出せば、子どもたちは笑い、大人たちは泣き出し、顔に生

気が出て感情が蘇ってくるのを目の当たりにしました。コロナ禍においてもフル回転、仲間と

ともに医療機関と介護福祉施設を繋ぎ支援する日々が綴られています。 
 

庭づくりを楽しみつくすガーデンクラフトＬｅｓｓｏｎ 原嶋 早苗／著 成美堂出版 

ネズミ完全飼育マウス、ラット、スナネズミ 大野 瑞絵／著 誠文堂新光社 

貨物鉄道読本 旅と鉄道編集部／編 天夢人 

今聴くべきすごいラジオ大研究１００  日経ＢＰ社 



名画を見上げる Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ ＭｃＣｏｒｍａｃｋ／著 誠文堂新光社 

描きたい！！を信じる少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方 週刊少年ジャンプ編集部／著 集英社 

大河ドラマの黄金時代 春日 太一／著 ＮＨＫ出版 

世界のおすもうさん 和田 靜香／著 岩波書店 

浪花千栄子 青山 誠／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

ことば・文学・小説 

暮らしを変える書く力 一田 憲子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

李姉妹のおしゃべりな中国語 李姉妹／著 昭文社 

児童文学塾 日本児童文芸家協会／編 日本児童文芸家協会 

されく魂 池澤 夏樹／著 河出書房新社 

『 片をつける 』 越智
お ち

月子/著 ポプラ社 

もうすぐ４０歳になる阿紗は、ひょんなことから、マンションの隣に住む偏屈な老婆・八重の部

屋の片づけを手伝うことになります。長年の汚れが堆積し、足の踏み場もない部屋の中で、二

人は一つ一つのモノと向き合いながら、それぞれの過去とも向き合います。いる、いらない、捨

てる、捨てない。片づけるとは、雑多なもののなかから、本当に必要なものを探し出すということ。

部屋が整い始めたころには、ギスギスしていた二人の間にも、風が吹き通るようになるのでした。 

いつか部屋を片付けたいと思っている人の背中を、優しくトンと押してくれる小説です。 
 

『花下
か か

に舞う』 事件は、殺された夫婦の驚愕の顔から始まった。弥勒シリーズ第１０弾 あさの あつこ／著 光文社 

『救急患者Ｘ』 謎の血文字が救急病院に惨劇を呼び覚ます。医療サスペンスホラー 麻生 幾／著 幻冬舎 

『千年花嫁 京神楽坂咲花堂』 嫁という字の偏を変えたら「稼」。刀剣目利き本日開店 井川 香四郎／著 祥伝社 

『覇王の神殿』 死闘と愛憎の果て、蘇我馬子が見たものとは。著者新境地の古代史劇 伊東 潤／著 潮出版社 

『小さな神たちの祭り』 津波で故郷の家族を失った若者の前に、一台のタクシーが 内館 牧子／著 潮出版社 

『後宮の薬師 平安なぞとき診療日記』 大陸渡りの父から医術を学んだ娘が大活躍 小田 菜摘／著 ＰＨＰ研究所 

『本日も晴天なり 鉄砲同心つつじ暦』 鉄砲の代わりにつつじを育てる一家の物語 梶 よう子／著 集英社 

『無形人』 江戸中期、犯罪者の人権を思い、刑も犯罪もない世をめざした男の生涯 熊谷 達也／著 潮出版社 

『大義 横浜みなとみらい署暴対係』 ハマの用心棒が横浜を駆ける。シリーズ短編集 今野 敏／著 徳間書店 

『祇園会 新・吉原裏同心抄４』 祇園囃子の響く中、幹次郎は新たな刺客に直面する 佐伯 泰英／著 光文社 

『帝国の弔砲』 開拓、戦争、革命の嵐。悲嘆と憤怒、そして憎悪が男を突き動かす 佐々木 譲／著 文藝春秋 

『櫓
やぐら

太鼓
だ い こ

がきこえる』 志もないまま弱小相撲部屋に呼出見習いとして入門した１７歳 鈴村 ふみ／著 集英社 

『柊先生の小さなキッチン』 失恋に痛む心もお腹も、やさしいメニューが癒します 高森 美由紀／著 集英社 

『傷痕のメッセージ』 ２８年前と似通った殺人事件、謎の暗号に病理医コンビが挑む 知念 実希人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『二十面相暁に死す』 明智先生と小林少年の偽者、出現。小林くんの偽物は女の子？ 辻 真先／著 光文社 

『つまらない住宅地のすべての家』 刑務所からの脱走者に見張りを立てる住民たち 津村 記久子／著 双葉社 

『いっちみち』 「人間」、それは人生最大のミステリー。文庫オリジナルの短編傑作集 乃南 アサ／著 新潮社 

『沙林
サ リ ン

 偽りの王国』 信じる心が翻弄されて起こった平成最悪の事件を医師が描く 帚木 蓬生／著 新潮社 

『きみの傷跡』 女子に不慣れな男子と心に傷を負った女子。ふたりの恋のゆくえは 藤野 恵美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『言葉の園のお菓子番 見えない花』 祖母の残したノートに導かれ、連句のつどいへ ほしお さなえ／著 大和書房 

『前夜』 吸血鬼の伝説の地で育った兄弟。その血が目覚める条件は、恋に落ちること 森 晶麿／著 光文社 

『わんダフル・デイズ』 職務を全うする盲導犬たちの姿を通して見える人間模様 横関 大／著 幻冬舎 

『わたしの、本のある日々』 猫と遊んでごはんを作り、今日もゆるゆるページをひらく 小林 聡美／著 毎日新聞出版 

『あの夏の正解』 2020年夏、甲子園のない夏。元高校球児の作家は彼らに向き合う 早見 和真／著 新潮社 

『女ふたり、暮らしています。』 シングルでも結婚でもない、愉快な韓国人と猫の日常 キム ハナ／著 ＣＣＣメディアハウス 

『クララとお日さま』 病弱な少女と友情を育みながら、ロボットは一家の秘密を知る カズオ・イシグロ／著 早川書房 

 

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。 


