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７月 ８月

＜永源寺図書館＞ 

16 日（土）14:00～15:50 

「Wの悲劇」（邦画） 

＜湖東図書館＞ 

9 日（土）14:00～16:10 

「めまい」（洋画・字幕） 

 

** ７月の映画会 ** 

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 

  はお休み（第４金曜日は原則整理休館日） 

７月 22 日(金) 

永源寺館は開いています。 

愛東館はお休みです。 



スポーツ選手にとって体を作る「食事」はも大切です。本栄養士の著者が、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 

関西から行くＳＤＧｓな旅  京阪神エルマガジン社 

びわ湖一周滋賀じてんしゃ旅 輪の国びわ湖推進協議会／編 八重洲出版 

左対右きき手大研究 八田 武志／著 化学同人 

最新女子栄養大学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ 女子栄養大学栄養クリニック／監修 西東社 

がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 
日本がんサポーティブケア学会

Ｏｎｃｏｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ部会／編 
小学館クリエイティブ 

今日から減酒！ 倉持 穣／著 主婦の友社 

『９１歳のユーチューバー 後世に伝えたい！家庭料理と人生のコツ』 道場六三郎/著 主婦と生活社 

３０年前に一大ブームを引き起こした、料理対決バラエティー番組「料理の鉄人」。道場

六三郎氏と言えば、この番組で、名だたるシェフを次々と負かした、伝説の「和の鉄人」で

す。９１歳の現在、自身のお店の厨房に立つだけでなく、まだまだ新しいことに挑戦したい！

と、ユーチューバーとしても活躍中なのをご存知でしょうか？ 本書は、道場さんがユーチュ

ーブで披露した、料理のワザやコツがまとめられたものです。 

簡単、作り置きがきいて、冷蔵庫にあるもので作れる、たれやふりかけ。時短、節約で家

計にやさしい料理技など、毎日の食事作りに取り入れてみたいものばかり。また、家族や料

理への想いが詰まったエッセイからは、道場さんのあたたかな気持ちが伝わってきます。 

６０代ひとり暮らし軽やかな毎日 ショコラ／著 宝島社 

出産・子育てのお金完全ガイド  晋遊舎 

きれいに作れる帽子 赤峰 清香／著 主婦と生活社 

その着物、どうする？ 星 わにこ／著 河出書房新社 

小さくて愛らしいミニチュアのちりめん細工 村岡 由美子／著 ブティック社 

一汁一菜でよいと至るまで 土井 善晴／著 新潮社 

おうちでできる世界のおそうざい 荻野 恭子／著 河出書房新社 

今日のうどん 満留 邦子／著 成美堂出版 

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原 洋子／著 主婦と生活社 

人生が変わる紙片づけ！ 石阪 京子／著 ダイヤモンド社 

心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全 小西 行郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

社会・教育・福祉 

メタバースとＷｅｂ３ 國光 宏尚／著 エムディエヌコーポレーション 

９２歳総務課長の教え 玉置 泰子／著 ダイヤモンド社 

教養として学んでおきたい聖書 中村 圭志／著 マイナビ出版 

土偶を読む図鑑 竹倉 史人／著 小学館 

沖縄のことを聞かせてください 宮沢 和史／著 双葉社 

『灯火とともに闇のなかを 二つの世界大戦にみる英米の良心的兵役拒否者』 西村裕美/著 花伝社 

２つの世界大戦のあいだ、イギリスやアメリカには、「戦争に与しない」という強い意志を持って、

兵役を拒否した人たちがいました。古くから暴力を否定してきたキリスト教フレンド派に属する人

たち（いわゆるクェーカー）や、労働者の連帯によって社会をよくしたいと考える人たちです。特

にフレンド派の議員たちが働きかけて良心的兵役拒否制度が設けられますが、「本当に兵役

を免除してよいのか」を問う審査は厳しく、戦地の前線で補給部隊として活動するよう命じられ

たり、武器を持って戦うよう強いられたりすることもありました。また、審査を経ずに拒否した

人々は強制労働のキャンプに送られてしまったそうです。苦難の多い兵役拒否の道のりを、制

度がつくられていった歴史と、実際に拒否した人や彼らを支援する人々の活動からたどります。 



池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上 彰／著 小学館 

ロシア点描 小泉 悠／著 ＰＨＰ研究所 

知りたいことがぜんぶわかる！つみたてＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏの超基本 酒井 富士子／著 学研プラス 

北近江地名考 太田 浩司／著 サンライズ出版 

伝教大師最澄と天台宗のあゆみ 滋賀県立安土城考古博物館／著 滋賀県立安土城考古博物館 

緊張しない・あがらない方法 鴻上 尚史／著 大和書房 

介護の「困った」「知りたい」がわかる本 高室 成幸／監修 宝島社 

勉強が面白くなる瞬間 パク ソンヒョク／著 ダイヤモンド社 

まいにちの保育＆アイデア集 横山 洋子／監修 執筆 玄光社 

 

自然・ビジネス・産業 

まるわかり関西ビジネス 日本経済新聞社／編 日経ＢＰ日本経済新聞出版 

人が集まる！求人票実例集１６０職種 五十川 将史／著 誠文堂新光社 

フリーランスの生活をぶっちゃけてみました。 大塚 さやか／著 内外出版社 

住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷 康蔵／著 三五館シンシャ 

地域おこし協力隊の強化書 畠田 千鶴／監修 ビジネス社 

仕事に役立つこれだけは知っておきたいＪＡと農業のきほん 小林 元／著 家の光協会 

醸造用ブドウ栽培の手引き 日本ブドウ・ワイン学会／監修 創森社 

森と木と建築の日本史 海野 聡／著 岩波書店 

スマート物流 藁谷 友紀／編著 毎日新聞出版 

『あした出会える雑草の花１００』 髙橋修/著 山と渓谷社 

身近な雑草の中から特に身近なもの１００種を選び、専門用語を使わず紹介した雑草図

鑑です。花の写真とともにキャッチフレーズがあり、例えばネジバナは「ガラス細工のような美

しい花がねじれて」のように特徴をとらえてやさしく表現しています。見分けが難しいタンポポ

やスミレの仲間の特徴をまとめたほか、最近増えている帰化植物についても解説しています。

雑草の見方が変わる楽しい図鑑を片手に観察をしてみませんか。 

「あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる」をテーマとした散歩道の図鑑シリーズ『あした出会える野鳥１００』も所蔵しています。 

物理学の野望 冨島 佑允／著 光文社 

今こそ「わかる」有機化学入門 齋藤 勝裕／著 ＳＢクリエイティブ 

ウソをつく生きものたち 森 由民／著 緑書房 

 

芸術・趣味 

『写真家白洲次郎の眼 愛機ライカで切り取った 1930 年代』 小学館 

白洲夫妻が晩年過ごした家の屋根裏から、偶然発見された１４本のネガフィルム。現像してみ

ると、３０代の若き白洲次郎が商用のため欧米を訪れた際に撮影した、クルーズや街の様子、そ

して妻の正子や家族の姿が浮かび上がりました。かつて新聞記者として働いていた白洲次郎の愛

機はライカ。モノクロに切り取られた風景は洒脱で、９０年前の街の空気が感じられます。カメラを

向けられた正子の姿もくつろいでいて、次郎が家族へ抱く深く優しい愛情が伝わってきます。 

軽バンスタイル ＊０１  交通タイムス社 

アクアリウムのある生活 千田 義洋／監修 日東書院本社 

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本 光照／編著 山川出版社 

西洋美術は「彫刻」抜きには語れない 堀越 啓／著 翔泳社 

主題で差がつく透明水彩の風景画 醍醐 芳晴／著 芸術新聞社 

焦がして描くぬくもりのハンドメイドウッドバーニングのすべて  ブティック社 

シーバス釣り大切な基礎が１冊でわかるすごいベーシック５３ つり人社書籍編集部／編 つり人社 



ことば・文学・小説 

２０カ国語ペラペラ 種田 輝豊／著 筑摩書房 

地図で読み解く関西のことば 岸江 信介／編 昭和堂 

１００年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山 早紀／著 立東舎 

のんびり読んで、すんなり身につくいちばんやさしい短歌 横山 未来子／著 日本文芸社 

中島みゆき詩集 中島 みゆき／著 角川春樹事務所 

『これは、アレだな』 高橋源一郎/著 毎日新聞出版 

今起きていることを過去の出来事から振り返ると、今とは違う見え方や意外な関係を見つけた

りします。同じように本を読んだり、映画を見たり、テレビを見てその新しさに感動したり、驚いたり

しますが、振り返って考えてみると……。新旧の話題になった文学や映画の名作を著者の感性

でつないで楽しむ、「温故知新」のような蘊蓄たっぷりのエッセイです。サンデー毎日連載の書籍

化です。 

『ただいま神様当番』 ある朝目を覚ますと、腕に大きく「神様当番」という文字が……？ 青山 美智子／著 宝島社 

『香り立つ金箔 はたご雪月花３』 大火のあとの江戸で起こった連続殺人。その真相は 有馬 美季子／著 光文社 

『朽ちゆく庭』 父は仕事のトラブル、母は不倫、子は不登校。秘密を抱えた家族の行く末 伊岡 瞬／著 集英社 

『まっとうな人生』 九州縦断逃亡劇から十数年、悪友と再会。『逃亡くそたわけ』続編 絲山 秋子／著 河出書房新社 

『天下を買った女』 八代将軍に嫁いだ日野富子。銭の力で幕府を立て直せるのか 伊東 潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『仕立屋お竜』 表の顔は腕の良い仕立職人、裏の顔は悪を成敗する「地獄への案内人」 岡本 さとる／著 文藝春秋 

『鴨川食堂しあわせ』 食堂の奥、思い出の味を捜し出す探偵事務所。シリーズ第９弾 柏井 壽／著 小学館 

『広重ぶるう』 北斎・国貞人気の中、鳴かず飛ばずの広重。だが舶来の顔料に出会って 梶 よう子／著 新潮社 

『いい湯じゃのう ３ ご落胤の真相』 2人のご落胤「候補」、そして幕府転覆計画 風野 真知雄／著 ＰＨＰ研究所 

『空をこえて七星のかなた』 星を愛し星に導かれた人々が紡ぐ七つのミステリー 加納 朋子／著 集英社 

『氷の致死量』 14年前に殺された、自分に似た女性教師。彼女は私と「同じ」だったのか 櫛木 理宇／著 早川書房 

『浮世小路の姉妹』 火事で両親と店を失い、今も命を狙われる姉妹と、町火消の物語 佐伯 泰英／著 光文社 

『朱に交われば 江戸彩り見立て帖』 天性の色彩感覚で、江戸に新たな流行り色を 坂井 希久子／著 文藝春秋 

『〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶』 警察をやめて探偵に。『〈銀の鰊亭〉の御挨拶』続編 小路 幸也／著 光文社 

『小隊』 ロシア軍が北海道に上陸したら――元自衛官の芥川賞作家による戦争小説３篇 砂川 文次／著 文藝春秋 

『死神と天使の円舞曲
ワ ル ツ

』 生と死に寄り添うのは、犬と黒猫。優しい死神シリーズ第３弾 知念 実希人／著 光文社 

『くやしさをバネに』 朝鮮半島から日本へ、それから 80年。明るく強く生き抜いた チョン ファシン／著 書肆侃侃房 

『化物園』 金目的で父の死を隠蔽した後、家にきたのは……歪んだ欲望を描く短編集 恒川 光太郎／著 中央公論新社 

『小さき王たち 第１部』 新聞記者と幼なじみの政治家秘書。二人の道は別れてゆく 堂場 瞬一／著 早川書房 

『雨滴は続く』 輝かしき新進作家を目指し奮闘する、北町貫多 2004年の日々 西村 賢太／著 文藝春秋 

『両手にトカレフ』 図書館で出会った「カネコフミコ」とラップが 14歳の世界を変える ブレイディみかこ／著 ポプラ社 

『子宝船 きたきた捕物帖２』 次々起こる事件に岡っ引き見習の北一が立ち向かう 宮部 みゆき／著 ＰＨＰ研究所 

『阿茶』 夫亡きあと、家康の側室に納まった阿茶。彼女には何よりも愛する存在があった 村木 嵐／著 幻冬舎 

『チョウセンアサガオの咲く夏』 著者の知られざる魅力がつまった初の短編集 柚月 裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『今日を楽しく生きる 「寂庵だより」２００７－１９９８年より』 70代の随想を収録 瀬戸内 寂聴／著 祥伝社 

『愉快なる地図 台湾・樺太・パリへ』 1930年代、女一人で歩いた異国の地 林 芙美子／著 中央公論新社 

『今日は、これをしました』 無理せず、無駄なく、彩りある生活を送るためのヒント 群 ようこ／著 集英社 

『記憶とつなぐ 若年性認知症と向き合う私たちのこと』 下坂 厚・下坂佳子／著 双葉社 

『ポピーのためにできること』 孫娘の治療費のための募金活動が、悲劇を引き起こす ジャニス・ハレット／著 集英社 

『すべての月、すべての年』 波乱万丈の人生を送った作家が遺した 19の短編 ルシア・ベルリン／著 講談社 

 

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。 


