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８月 ９月

＜永源寺図書館＞ 

20 日（土）14:00～15:50 

「黄色いリボン」（洋画・字幕） 

＜湖東図書館＞ 

13 日（土）14:00～15:30 

「新蛇姫様 お島千太郎」（邦画） 

 

** ８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） 



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 

奄美の島あるき 金関 亜紀／著 西日本出版社 

台湾の日々 青木 由香／著 翔泳社 

実家じまい終わらせました！ 松本 明子／著 祥伝社 

大人の女性の心と体をととのえる更年期改善レシピ 対馬 ルリ子／監修 扶桑社 

子どもの目を守る本 三木 淳司／監修 講談社 

薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山 智津子／著 山と溪谷社 

日本でもできる！「英国の住まい」に暮らす。 主婦の友社／編 主婦の友社 

『毎日おいしいびん詰め』 サルボ恭子/著 文化出版局 

飾らないけれど洗練された家庭料理に多くのファンを持つ料理家、サルボ恭子さんによる

ストック調味料やおそうざいのレシピ本です。作り方は、身近な材料を切って、混ぜて、びん

に詰めるだけ。ココナッツミルクと柚子胡椒のグリーンカレー風ソース、しらす干しとオリーブ

油のコンフィなど、和・洋・中・エスニックの材料を自由な発想で混ぜ合わせる、オリジナル

のレシピです。材料は少なめで時間と手間をかけず気楽に作れます。自家製の調味料が

あれば、味の要ができているので食事作りがぐんと楽になります。また、作り置きのおそうざ

いは日々の食卓を豊かにしてくれますよ。 

無印良品の社員だけが知っている無印良品の「隠れ定番」 「心地よい暮らし」プロジェクト／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

ごみを出さない気持ちのいい暮らし  家の光協会 

一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください！ 井戸 美枝／著 日経ＢＰ 

私たちの欲しい和布の洋服 岡崎 光子／著 グラフィック社 

ＰＰバンドでつくる大人のかご・バッグ 松田 裕美／著 学研プラス 

大家族ごはん Ｍａｋｏ／著 成美堂出版 

６８歳、ひとり暮らし。きょう何食べる？ 大庭 英子／著 家の光協会 

エスニック料理。屋台飯もスパイスカレーも アベ クミコ／著 成美堂出版 

ＪＡ全農広報部さんにきいた世界一おいしい野菜の食べ方 ＪＡ全農広報部／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

いちじくのお菓子づくり 今井 ようこ／著 誠文堂新光社 

だから、５０歳から片づける 阿部 静子／著 ＣＣＣメディアハウス 

 

社会・教育・福祉 

朝日新聞政治部 鮫島 浩／著 講談社 

江戸で部屋さがし 菊地 ひと美／著・絵 講談社 

父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤 一利／著 ＳＢクリエイティブ 

写真図説占領下の大阪・関西 橋爪 紳也／編著 創元社 

新疆ウイグル自治区 熊倉 潤／著 中央公論新社 

『定年後にもう一度大学生になる』 瀧本哲哉/著 ダイヤモンド社 

“ただただ今知りたいことを勉強する楽しさ”は一度味わうとやめられない。と言う著者の瀧本さん。

５９歳で京都大学経済学部に入学し、現在も京都大学大学院で研究を続けておられます。歳の

差４０歳の同級生とは、ノートの貸し借りで親しくなり、苦手な授業は教えを請う。逆に、進路につい

ては相談を受けたりと、若者との交流は学生生活をとても豊かにしてくれたと言います。 

興味関心の赴くままに学ぶことが出来る大学生活の喜びが、ページの随所から感じられる本書。

著者の受験勉強の方法、家族の説得、そして学費の問題等々をどの様に解決してきたのか、大

学受験体験記も詳しく書かれていて必見です。これから、まだまだ学びたいと思う方にとって、勇

気が湧いてくる一冊です。 



中学生から知りたいウクライナのこと 小山 哲／著 ミシマ社 

それでも、世界はよくなっている ラシュミ・サーデシュパンデ／著 亜紀書房 

自治会・町内会負担軽減＆ＩＴ活用事例ブック 水津 陽子／著 実業之日本社 

「正しい戦争」は本当にあるのか 藤原 帰一／著 講談社 

部落の私たちがリモートで好き勝手にしゃべってみた。 部落解放・人権研究所／編 部落解放・人権研究所 

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 上野 千鶴子／著 中央公論新社 

６カ国転校生ナージャの発見 キリーロバ・ナージャ／著 集英社インターナショナル 

このままでは働き続けることがつらい保育の仲間たちへ 平松 知子／著 ひとなる書房 

北朝鮮拉致問題 有田 芳生／著 集英社 

 

自然・ビジネス・産業 

『東海・北陸のジオサイトを味わう』 森勇一＆田口一男/著 風媒社 

ジオサイトとは、その土地に特徴的な地質や地形をよく観察できる場所のこと。たとえば

お隣の三重県なら、 

 ・亀山市の鈴鹿川……川床からワニの化石を発見！ 

 ・多気町のＶＩＳＯＮ（日本最大級のリゾート施設）……中央構造線を一望できる涼み台 

 ・鳥羽市の神島……三島由紀夫『潮騒』の舞台として有名だが、実はジオパーク並みの

地質スポットだらけ 

などなど、何気ない川やよく知られている場所も、地理のめがねをかけることで新たな楽しみを見つけることができます。

地形や地質は、地球全体の営みの表れであるとともに、その土地の歴史や産業と深く結びついているのです。ちょっと専

門的な用語も多く出てきますが、ＮＨＫ総合「ブラタモリ」をご覧になっている方なら、楽しめることまちがいなしです。 

今日から始めるｉＰａｄ仕事帖 日経パソコン／編 日経ＢＰ 

会社四季報の達人が教える誰も知らない超優良企業 渡部 清二／著 ＳＢクリエイティブ 

桝太一が聞く科学の伝え方 桝 太一／著 東京化学同人 

地球温暖化はなぜ起こるのか 真鍋 淑郎／著 講談社 

草木とともに 牧野 富太郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

比叡山の花 澁田 義行／写真・文 サンライズ出版 

なつのやまのとり ｐｉｒｏ ｐｉｒｏ ｐｉｃｃｏｌｏ／著 山と溪谷社 

富士屋ホテルの営繕さん 白石 ちえこ／撮影 トゥーヴァージンズ 

小さなテイクアウトショップａｎｄフードトラックのデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 

 

芸術・趣味 

『花と器の素敵な合わせ方』 小川典子/著 誠文堂新光社 

花のある暮らしを楽しむために素敵に花を飾る方法を教えます。器とのコーディネート術を

はじめ、持っていると便利な花瓶や身近な雑貨の利用法、手入れの時に気をつけたいことな

ど内容は盛りだくさんです。花瓶がなくてもトマト缶や布製バッグを活用するなど、いつもと違う

アレンジで飾りのバリエーションも増えそうです。巻末にある「１２か月の旬の花がわかる図鑑」

には、２週間以上楽しめる切り花や、ズボラさん向けの水換えの頻度が少なくてよい花を紹

介。これからの季節、著者がおすすめするのは少しの花とグリーンで涼しげなアレンジです。

素敵な花のある暮らしをできるところから始めてみませんか？ 

秘密基地のようなミニ書斎＆小屋＆趣味部屋実例１００選  三栄 

粘土で作る！いきもの造形 恐竜編 竹内 しんぜん／著 ホビージャパン 

手縫いの革小物ポーチとポシェット１２のレシピ 勝村 岳／監修 スタジオタッククリエイティブ 

香川良子の篠笛アンサンブル曲集 香川 良子 ケイ・エム・ピー 

ドリフターズとその時代 笹山 敬輔／著 文藝春秋 

スポーツクライミングのコンディショニング 有吉 与志恵／著 ベースボール・マガジン社 



ことば・文学・小説 

音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む 川原 繁人／著 朝日出版社 

韓国ドラマで楽しくおぼえる！役立つ韓国語読本 李 ハナ／著 双葉社 

『風を彩る怪物』 逸木裕/著 祥伝社 

優れた音楽の才能に恵まれながら、音大受験に失敗して自分の将来を見失っている陽菜
は る な

。

オルガンビルダーの父の下で、ひたむきにオルガン制作に打ち込む朋子。パイプオルガン作り

を通して二人の少女が出会い、衝突し、助け合いながら自分の道を切り拓いていく物語です。

二人の前には次々と大きな試練が立ちはだかり、どうなってしまうのかとページをめくる手が止

まりません。随所に現れる音楽の描写が素敵で、本を閉じた後はまるでコンサートホールで素

晴らしい演奏を聴いた後のような深い余韻が残ります。 

『たそがれの侵入者』 裕福に暮らす老女あすかと裏社会で生きる明日香が出会い 赤川 次郎／著 双葉社 

『ブータン、世界でいちばん幸せな女の子』 ４０歳を超えて再会した同級生の名は 阿川 佐和子／著 文藝春秋 

『閉店時間』 花形企業・東京デパートで働く仲良し三人組。しかし仕事も恋もさまざまで 有吉 佐和子／著 河出書房新社 

『南蛮の絆 多聞と龍之進』 関ケ原で生まれた二人。戦のさなか違う人買いにさらわれ 大村 友貴美／著 双葉社 

『わたしたち』 同じ学び舎で過ごした少女たちの、１３歳から７６歳を貫く友情 落合 恵子／著 河出書房新社 

『あきらめません！』 共働きにワンオペ育児、夢の定年と思ったら夫の実家へ移住！？ 垣谷 美雨／著 講談社 

『鯨の岬』 その動画は、捕鯨の町にいた幼い頃を思い出させた――北の大地の物語 河﨑 秋子／著 集英社 

『ナイトシフト 新宿花園裏交番』 老朽化したビルに白骨遺体、そしてコロナ禍の混乱 香納 諒一／著 祥伝社 

『夜に星を放つ』 もう何も失いたくない。でも私は、また人と関わりたい。直木賞受賞作 窪 美澄／著 文藝春秋 

『たんぽぽ球場の決戦』 かつての「超高校級」ピッチャー、へっぽこ草野球チームを創設 越谷 オサム／著 幻冬舎 

『石
せき

礫
れき

 機捜２３５』 人質を取り、立てこもった爆弾テロ犯の思惑は。人気シリーズ完結編 今野 敏／著 光文社 

『よろずを引くもの お蔦さんの神楽坂日記』 粋と人情、そして手料理。シリーズ第４弾 西條 奈加／著 東京創元社 

『恋ふらむ鳥は』 妻でも母でもなく、歌詠みとして生きたい。そう願う額田王だったが 澤田 瞳子／著 毎日新聞出版 

『蒼い水の女』 公園の池に浮かんだ死体から検出されたのは、異なる水質の水 柴田 哲孝／著 光文社 

『競争の番人』 体育会系直情女子と毒舌系天才が、はびこる悪を成敗。月９ドラマ原作 新川 帆立／著 講談社 

『新・剣客春秋 吠える剣狼』 道場の門弟が稽古帰りに斬られた。下手人の「理由」とは 鳥羽 亮／著 幻冬舎 

『棘の家』 ことなかれ主義の中学教師・穂刈。しかし自分の娘がいじめを苦に自殺未遂し 中山 七里／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『イーヴィル・デッド 駄菓子屋ファウストの悪魔』 そのゲームを攻略したものは、消える 七尾 与史／著 実業之日本社 

『宙
そら

ごはん』 厳しくも愛情たっぷりの「ママ」を離れ、産みの「お母さん」に身を寄せるが 町田 そのこ／著 小学館 

『名もなき子』 高齢者施設で相次ぐ不審死。その背景には深い闇の存在があった 水野 梓／著 ポプラ社 

『星屑』 過酷な芸能界で、少女たちをスターに。マネージャーの前に壁が立ちはだかる 村山 由佳／著 幻冬舎 

『百年厨房』 タイムスリップしてきた女性がつくるのは、大正時代のカフェレシピ 村崎 なぎこ／著 小学館 

『４３１秒後の殺人 京都辻占探偵六角』 道の声から神託を受け、失せ物を見つけ出す 床品 美帆／著 東京創元社 

『忍者に結婚は難しい』 令和の世でも暗躍する甲賀と伊賀、だと知らずに結婚した二人 横関 大／著 講談社 

『十三階の仇
ユダ

 警視庁公安部特別諜報員・黒江律子』 スパイサスペンスシリーズ第５弾 吉川 英梨／著 双葉社 

『新しい世界を生きるための１４のＳＦ』 新鋭作家の未収録作品をセレクト＆解説 芦沢 央／〔ほか著〕 早川書房 

『飛び立つ季節』 初めての一人旅は男鹿半島。福岡では檀一雄の墓に。旅エッセイ 沢木 耕太郎／著 新潮社 

『万感のおもい』 家族、大阪、創作。さまざまな媒体で発表したエッセイから４２編を精選 万城目 学／著 夏葉社 

『仰天・俳句噺』 俳句の話、縄文、仏教、寂聴さんとの逸話まで縦横無尽に語りつくす 夢枕 獏／著 文藝春秋 

『嘘の木』 「翼のある人類の化石」は捏造？ 父は殺された？ 娘は真実を追う フランシス・ハーディング／著 東京創元社 

『夜の少年』 妻を亡くし、息子二人を育てる父。反抗期を迎えた長男は―― ローラン・プティマンジャン／著 早川書房 

『ロシアの星』 宇宙飛行士ガガーリンと、彼に人生を変えられた人々の悲喜 アンヌ＝マリー・ルヴォル／著 集英社 

 

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。 


