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１１月 １２月

＜永源寺図書館＞ 

19 日（土）14:00～15:40 

「椿三十郎」（邦画） 

＜湖東図書館＞ 

12 日（土）14:00～15:30 

「巴里の屋根の下」（洋画・字幕） 

 

** １１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 

世界変境紀行 フリオ・アシタカ／著 彩図社 

愛知の教科書  ＪＴＢパブリッシング 

京阪神から行くおいしいドライブ ご当地グルメ篇  京阪神エルマガジン社 

カンタン！救急蘇生 小林 正直／監修 学研メディカル秀潤社 

ストーマケアはじめてＢＯＯＫ 倉田 順子／著 メディカ出版 

「がん」が生活習慣病になる日 木原 洋美／著 ダイヤモンド社 

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 町田 秀樹／著 主婦の友社 

缶詰ひとつで養生ごはん 久保 奈穂実／著 学研プラス 

『家庭料理の窓』 木村衣有子/著 平凡社 

考え抜いてデザインされたご飯茶碗に、「春のパンまつり」でもらった白い器。いりこだしの

お味噌汁と、コンソメを使わない野菜スープ。雑誌で出会ったあこがれの調理用具、冷蔵

庫内での野菜の保存方法。炎上したポテサラ問題に、レシピ本のタイトルに思うこと……。

これまで、京都や銀座の味のある店の紹介や、食に関するエッセイをたくさん書いてきた木

村さん。いちばん身近な存在である家庭料理にまつわるあれこれを、「本」という窓からのぞ

きます。 

自分を毎日ごきげんにする６０代からの心地よい小さな暮らし  扶桑社 

脱白髪染めのはじめかた 伊熊 奈美／著 グラフィック社 

平野レミのオールスターレシピ 平野 レミ／著 主婦の友社 

おいしい絵本レシピ 野口 真紀／著 福音館書店 

信州のおばあちゃんたちに聞いた１００年後にも残したいふるさとレシピ１００ 大和書房編集部／編 大和書房 

フランス人が愛するチーズ、バター、クリーム。 上田 淳子／著 誠文堂新光社 

内田悟のやさい塾 秋冬 内田 悟／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

焼きそば１００レシピ  プレジデント社 

柿のお菓子づくり 今井 ようこ／著 誠文堂新光社 

台所道具 日本の手仕事・暮らしの道具店ｃｏｔｏｇｏｔｏ／著 翔泳社 

無印良品子どもとすっきり暮らす収納術  主婦の友社 

観葉植物ビカクシダ 杉山 拓巳／著 ＮＨＫ出版 

 

社会・教育・福祉 

図書館の日本文化史 高山 正也／著 筑摩書房 

絵本で学ぶＳＤＧｓ 絵本でＳＤＧｓ推進協会／編 平凡社 

沖縄を愛するうちな～んちゅの夢。 沖縄ドリームプロジェクト／編 いろは出版 

自分でできるファミリーヒストリーを調べよう！ 吉田 富美子／著 二見書房 

『今日拾った言葉たち』 武田砂鉄/著 暮しの手帖社 

「新聞を読んでいても、ラジオを聞いていても、どうしてこんなことが、と動揺することばかりが

起きる。動揺することに慣れる、というマズイ状態が続いている。」そう嘆く著者が、本やＴＶ、Ｓ

ＮＳ等から心の網にかかった言葉を拾い上げました。それらの中には、なんとなく聞き流してい

た言葉があったり、いつも心に留めておきたい言葉も出てきます。鋭い観察力を持つ著者が社

会を批評しつつ、本来の言葉の持つ力を取り戻したいという思いも込めています。２０１６年か

ら今年上半期までの出来事を振り返りながらお楽しみください。 



対話からはじまる憲法 橋下 徹／著 河出書房新社 

弁護士ドットコムのまんがでわかるみんなの相続 弁護士ドットコム／監修 双葉社 

縛られる日本人 メアリー・Ｃ・ブリントン／著 中央公論新社 

日本のシン富裕層 大森 健史／著 朝日新聞出版 

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空 幸星／著 河出書房新社 

苦手さのある子も大丈夫！作って遊ぶゆるっと運動アイデア 平沼 源志／著 明治図書出版 

世界の母系社会 ナディア・フェルキ／著 原書房 

 

自然・ビジネス・産業 

さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤 淳一／著 創元社 

世界一の動物画家が描いた家ネコと野生ネコの図鑑 薮内 正幸／画 宝島社 

図解わかる小さな会社の総務・労務・経理 ２０２２－２０２３年版 関根 俊輔／監修 新星出版社 

世界を変える１００の技術 日経ＢＰ／編 日経ＢＰ 

『サボテンはすごい！』 堀部貴紀/著 ベレ出版 

近年、寄せ植えの素材として人気のあるサボテンや多肉植物。トゲを持ち、体に水を貯

えた独特のフォルムは、不思議な魅力にあふれています。では、サボテンのトゲは一体何

のためにあるのでしょうか。また、なぜサボテンたちは水が少ないところでも生きられるので

しょうか。本書では、サボテンのすごい生態について、専門家の立場から詳しく解説してい

ます。気候変動に強いことから、地球温暖化の救世主になるのではとも考えられているサ

ボテン。その奥深い世界を、ぜひのぞいてみてください。 

誰でもおしゃれにプロっぽくスマホ１台で動画制作はじめます！ ＪＥＭＭＡ／著 インプレス 

よくわかる最新表面熱処理の基本と仕組み 田中 和明／著 秀和システム 

そのとき、日本は何人養える？ 篠原 信／著 家の光協会 

よくわかる土中環境 高田 宏臣／著 パルコエンタテインメント事業部 

 

芸術・趣味 

『Ｍｒ.マリックのかんたん超カードマジック』 Ｍｒ.マリック/著 学研プラス 

この本は、身近なトランプを使うカードマジックを２０トリックと、マジックに必要な基本的なテ

クニックを写真と動画で解説している入門書です。好きな数字を指定してもらうと必ずその枚

数にスペードのエースが現れるトリックや、捨てても捨てても枚数の変わらないトリックなどが

紹介されていますが、シャッフルができる人なら練習すれば誰でもできるものばかり。相手と

話をしながらすすめるので、見る方と一緒に楽しめます。著者のカードマジックに関するコラム

も、ちょっとしたコツや面白いエピソードが紹介されていて、練習の息抜きになります。 

本書にある二次元バーコードから特典動画を見て、やってみたいマジックを見つけて挑戦してみませんか。 

ＤＩＹでキャンピングカーを作る  キャンプ 

ランプ小屋の魔力 笹田 昌宏／著 イカロス出版 

学年誌の表紙画家・玉井力三の世界 玉井 力三／画 小学館 

もっと知りたいモネ 安井 裕雄／著 東京美術 

一本の水平線 安西 水丸／著 クレヴィス 

写真との出会いは、世界との出会いだ。 東京カメラ部／編 日経ナショナルジオグラフィック 

季節を楽しむ花おりがみ たかはし なな／作 学研プラス 

鍵盤ハーモニカの教科書 妹尾 美穂／著 音楽之友社 

さだまさし ソロ・ギター曲集 坂元 昭二／アレンジ・演奏 ドリーム・ミュージック・ファクトリー 

スケートボード入門 米坂 淳之介／モデル・執筆 アストワ 



ことば・文学・小説 

あなたの小説にはたくらみがない 佐藤 誠一郎／著 新潮社 

シルバー川柳 上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 

なんでもない一日の辞典 山口 謠司／著 ＷＡＶＥ出版 

つながるベトナム語会話 田原 洋樹／著 白水社 

『イコ トラベリング １９４８－』 角野栄子/著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

戦後の傷跡がまだ生々しく残ると同時に、新しい時代へ激変していく日本。中２の少女イコは、英

語の授業で習った現在進行形（be ～ing）に夢中になります。自分が将来、何をしたいのかを見つ

けられない。でも心にいつもあるのは、「いつかどこかへ、行きたい。私ひとりで！」という強い願い。そ

して、日本以外の国への憧れを抱いたまま大学を卒業しますが、外国へ行く手段も理由も見つかり

ません。そんなイコに思いがけないチャンスが巡ってきます。イコが向かう、その国とは？ 

ワンダーランドの扉は自分で開く！迷い、焦りつつも、未来をつかもうとする力強さを随所に感じる、

作家・角野栄子の自伝的小説です。 

『ｉｎｖｅｒｔ ２ 覗き窓の死角』 ドラマ化作品・霊媒探偵城塚翡翠シリーズ第３弾 相沢 沙呼／著 講談社 

『三世代探偵団 ４ 春風にめざめて』 孤独な少女を保護した天本家に危険が迫る 赤川 次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ソロキャン！』 ストレス解消と癒しを求め、久々にキャンプを始めることにしたけれど 秋川 滝美／著 朝日新聞出版 

『京都・化野
あだしの

殺人怪路 私立探偵・小仏太郎』 誘拐犯の潜伏先は嵐山、それとも一乗寺 梓 林太郎／著 実業之日本社 

『烏
からす

の緑羽』 生まれながら宿命を負った皇子の葛藤と成長。八咫烏
やたが ら す

シリーズ第２部３巻 阿部 智里／著 文藝春秋 

『奇跡を蒔
ま

くひと』 潰れる寸前の市民病院を三年間で赤字ゼロへ。青年医師の奮闘 五十嵐 貴久／著 光文社 

『ペットショップ無惨 池袋ウエストゲートパーク１８』 ペットビジネスの裏にある現実 石田 衣良／著 文藝春秋 

『れんげ出合茶屋』 夫と離縁してから、女中奉公で気ままに暮らす咲の新たな職場は 泉 ゆたか／著 双葉社 

『水底のスピカ』 北海道にやってきた容姿端麗な転校生と秘密を抱えるふたりの同級生 乾 ルカ／著 中央公論新社 

『小説家の一日』 「書くこと」をめぐって、日常の忘れられない瞬間を描いた珠玉の十篇 井上 荒野／著 文藝春秋 

『リバー』 女性の遺体が相次いで発見される。その手口は十年前の事件に酷似していて 奥田 英朗／著 集英社 

『レジデンス』 古びたマンションで交錯する、偽りながら生きる住人たちの憎悪と渇望 小野寺 史宜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『豪球復活』 ボールの投げ方を忘れてしまった天才投手。かつての自分が遺したものは 河合 莞爾／著 講談社 

『夜がうたた寝してる間に』 時間を止める能力を持つ旭。事件の疑いをかけられて 君嶋 彼方／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『門前町大変 新・木戸番影始末４』 助けた夜逃げの女の罪は亭主殺し、それとも 喜安 幸夫／著 光文社 

『首取物語』 「首だけ」の男とひとりぼっちの少年。記憶のない二人の哀しい過去 西條 奈加／著 徳間書店 

『犬を盗む』 高級住宅地の殺人現場に残された犬の痕跡。真実を知るのは、その瞳だけ 佐藤 青南／著 実業之日本社 

『人間みたいに生きている』 食べることに嫌悪感を覚える少女が見つけた居場所は 佐原 ひかり／著 朝日新聞出版 

『クロコダイル・ティアーズ』 息子はその妻の依頼によって殺されたのか。信じたいが 雫井 脩介／著 文藝春秋 

『あこがれ』 あだ名はハアちゃん。子どもの頃の記憶を描く自伝的掌篇小説１７編 瀬戸内 寂聴／著 新潮社 

『駅の名は夜明 軌道春秋２』 困難や悲しみに直面する人たちの再生を描く９つの物語 髙田 郁／著 双葉社 

『イオカステの揺籃
ゆりかご

』 バラが咲き乱れる幸せな実家に、何が。新進気鋭の建築家の困惑 遠田 潤子／著 中央公論新社 

『越境刑事』 ウイグルからの留学生の死。“県警のアマゾネス”高頭冴子、中国で絶体絶命 中山 七里／著 ＰＨＰ研究所 

『素数とバレーボール』 人生をやり直すのに「遅い」ことはない。迷いっぱなしの 40代 平岡 陽明／著 講談社 

『仕事ください』 気づいたら、あなたはすでに別世界。現実と幻想の狭間、傑作ＳＦ短篇 眉村 卓／著 竹書房 

『晴明変生』 人の死を見る力を持つ少年と孤独なふたりが出会い、京の謎を解いてゆく 森谷 明子／著 角川春樹事務所 

『ええじゃないか』 大政奉還前夜に降った御札。史上最大の乱痴気騒ぎ、その真実は 谷津 矢車／著 中央公論新社 

『臆病者の自転車生活』 心に「怯えた犬」を抱えて生きる著者。「できない」の向こうへ 安達 茉莉子／著 亜紀書房 

『塩と運命の皇后』 ５０年ぶりに解かれる湖の封印。悲劇の皇后の伝説が幕を開ける ニー・ヴォ／著 集英社 

『アーモンドの木』 子どもの眼に映った家族の悲劇ほか、珠玉の全七編 ウォルター・デ・ラ・メア／著 白水社 

 

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。 


