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＜永源寺図書館＞  

1 月 16 日（土）14:00～16:05「オーロラの下で」（邦画） 

＜湖東図書館＞ 

1 月 9 日（土）14:00～15:15 「終着駅」（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 

露天風呂貸切風呂の宿 ２０２１  メデイア・パル 

北海道バリアフリー観光ガイド ＨＫワークス／著 北海道新聞社 

兵庫まんぷくドライブ 京阪神エルマガジン社／編 京阪神Ｌマガジン 

文化財を活用した健康増進ウォーキングガイドブック  滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 

冠婚葬祭マナーの新常識 主婦の友社／編 主婦の友社 

医者は患者の何をみているか 國松 淳和／著 筑摩書房 

図解ストレス解消大全 堀田 秀吾／著 ＳＢクリエイティブ 

本を気持ちよく読めるからだになるための本 松波 太郎／著 晶文社 

『 おむすび いのちをつなぐことばとレシピ 』 佐藤初女/著 大和書房 

おいしいおむすびを作るには、まずおいしいごはんを炊くこと。３０分ほど水につけたお米

を少しかために炊き、手に水と塩をつけ、ごはんの一粒一粒が呼吸できるように、手のひ

ら全体でやさしく握ります。２つ目からは水をつけずに塩だけで。初女さんのおむすびは、

助けを求める多くの人に生きる力を与えてきました。「食べることは大きな力になります。

なぜなら食材が口を通して、わたしたちの命といっしょに生きつづけるから」。心に沁みる 

初女さんの言葉と、一度食べたら忘れられないと言われる初女さんが遺してくれたレシピを紹介した本です。 
 

愛せるキッチン、愛する暮らし 田原 由紀子／著 光文社 

暮らしの図鑑色の楽しみ 暮らしの図鑑編集部／編 翔泳社 

５０過ぎたら、住まいは安全、そうじは要領 沖 幸子／著 祥伝社 

長く楽しむシャツワンピース  ブティック社 

男の子にも女の子にも似合う服 高島 まりえ／著 日本ヴォーグ社 

毛糸のパンツ 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 

いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊 奈美／著 小学館 

おいしい酒肴は白飯にも合う。 栗原 心平／著 平凡社 

シニア世代の食材冷凍術 本多 京子／著 講談社 

くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ エダジュン／著 家の光協会 

ふわふわカステラの本 中川 たま／著 主婦と生活社 

 

社会・教育・福祉 

やばいデジタル ＮＨＫスペシャル取材班／著 講談社 

はじめてのスピノザ 國分 功一郎／著 講談社 

あなたの怒りは武器になる 安藤 俊介／著 河出書房新社 

古代メソポタミア全史 小林 登志子／著 中央公論新社 

ブロークン・ブリテンに聞け ブレイディ みかこ／著 講談社 

『 フランス語っぽい日々 』 じゃんぽ～る西＆カリン西村/著 白水社 

フランス人の妻と結婚したマンガ家の著者は、フランス語がしゃべれません。妻との間に生ま

れた子どもに対して話すとき、著者は日本語で、妻はフランス語。一方、夫婦の会話は日本語

です。子どもははたしてバイリンガルになるのでしょうか。子どもが言語を獲得していく様子を描く

素朴なマンガにクスリとさせられるとともに、妻によるエッセイの部分を読むと日仏の考え方の

違いが分かります。フランス人にとって、日本語の「情勢」と「女性」はどうやっても同じに聞こえ

ることや、フランス人のストライキに対する考え方など、なるほど、と感じるところがいっぱいです。 



コロナ危機の政治 竹中 治堅／著 中央公論新社 

東近江市総合計画 ０２ 実施計画・事務事業評価 東近江市企画部企画課／編 東近江市 

村の日本近代史 荒木田 岳／著 筑摩書房 

トトロの森をつくる トトロのふるさと基金／編著 合同出版 

蒲生氏郷が攻めた城・築いた城 福永 保／著 サンライズ出版 

認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 尾渡 順子／著 講談社 

里親になりませんか 吉田 菜穂子／著 日本法令 

学校弁護士 神内 聡／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

子どもが作る弁当の日 城戸 久枝／著 文藝春秋 

成人式とは何か 田中 治彦／著 岩波書店 

 

自然・ビジネス・産業 

見えない宇宙の正体 鈴木 洋一郎／著 講談社 

里山の狩人大鷹 真木 広造／写真 メイツ出版 

業務改善の問題地図 沢渡 あまね／著 技術評論社 

「自宅オフィス」のととのえ方  主婦の友社 

ゼロからはじめるＬＩＮＥＰａｙ、ＰａｙＰａｙ、楽天ペイ、ｄ払い、ａｕ

ＰＡＹ、メルペイモバイルＳｕｉｃａキャッシュレス導入ガイド 
リンクアップ／著 技術評論社 

『 人生１００年の家づくり 』  建築知識/編 エクスナレッジ 

日本人の平均寿命は、男性で約８０歳、女性で約８７歳ですが、健康的な日常生活を営め

る期間「平均健康寿命」は、それに比べ１０年前後も短いのだそうです。つまり、多くの日本

人は、亡くなるまでのおよそ１０年間、健康的ではない状態で生活していることになります。そ

こで近年、健康寿命を延ばすために、「住環境」の役割が期待されています。この本では、健

康の面から住宅の断熱、暖房、換気、照明等を考え、豊富な資料とともに健康寿命が長くな

る秘訣を教えてくれます。 
 

身近なプラスチックがわかる 西岡 真由美／著 技術評論社 

どんな木も生かす山村クラフト 時松 辰夫／著 農山漁村文化協会 

地図とデータで見る農業の世界ハンドブック ジャン・ポール・シャルヴェ／著 原書房 

ワークマン式「しない経営」 土屋 哲雄／著 ダイヤモンド社 

サブスクリプション 小宮 紳一／著 創元社 

 

芸術・趣味 

『アルバムのチカラ 増補版 』 藤本智士/文 浅田政志/写真 赤々舎 

２０２１年がはじまりました。もうすぐ、東日本大震災から１０年。人命を救うため、道を切り拓

くため、懸命に作業をしていた自衛隊員が、がれきの傍に目立つよう置いた写真たち。それら

は集められ、洗浄され、失った人の面影や思い出のかけらを探す人々のために展示されまし

た。全国で地域と深くかかわる仕事をしてきた藤本さんと、三重県で写真スタジオを営む浅

田さんは、その光景に胸を打たれて写真洗浄のボランティアと取材をはじめます。 

２０１１年から２０１３年までの東北、そして増補版として２０１９年西日本豪雨後の岡山県

真備の様子を収録する本書は、映画「浅田家」原作のひとつでもあります。ぜひ、浅田さんの

子・朝日くんが「縁起のよさそうな人」に抱かれる姿を集めためでたい写真集『浅田撮影局 

まんねん』とともに味わってください。 
 

旅する日曜美術館東海・近畿・中国・四国・九州 ＮＨＫ「日曜美術館」制作班／編 ＮＨＫ出版 

仏像さんを師とせよ 八坂 寿史／著 淡交社 

篆刻鑑賞と分析のコツ 川内 伯豐／著 メイツ出版 



そんなふう 川内 倫子／著 ナナロク社 

図説｜英国美しい陶磁器の世界 Ｃｈａ Ｔｅａ紅茶教室／著 河出書房新社 

ギター演奏中、たまに出くわして困る「難コード」練習帳 西尾 知矢／著 リットーミュージック 

ＳＦ映画術 ジェームズ・キャメロン／著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ 

関西ヒルクライムコースガイド  八重洲出版 

日本懐かしスニーカー大全 佐藤 誠二朗／著 辰巳出版 

 

ことば・文学・小説 

１４歳からの文章術 小池 陽慈／著 笠間書院 

藤原定家「明月記」の世界 村井 康彦／著 岩波書店 

『 世界の児童文学をめぐる旅 』 池田正孝/著 エクスナレッジ 

『ピーターラビットのおはなし』、『秘密の花園』、『不思議の国のアリス』、『クマのプーさん』、『思

い出のマーニー』、『やかまし村の子どもたち』、『ハイジ』……。コロナ禍で外国へ出かけることが

むずかしい現在、この本で、名作の生まれた場所への旅をしてみませんか。著者は、４０年以上

にわたり児童文学の舞台を訪れ、写真に収めてきました。今にもピーターラビットやプーさんが出

てきそうな、物語のモデルがそのままに残る家や風景、そこに息づく歴史や著者の生い立ちに触

れると、夢中で読みふけっていた頃が蘇り、懐かしい主人公たちに再会したくなります。 
 

『江戸染まぬ』 隠居の祖父に女で負けた旗本の次男坊。江戸の人々が織りなす人生 青山 文平／著 文藝春秋 

『眠れる美女』 連続殺人事件の真相は。『ジゼル』に続くバレエ・ミステリー第２弾 秋吉 理香子／著 小学館 

『龍神の子どもたち』 林間学校に突然の土砂崩れ。子どもたちの友情とサバイバル 乾 ルカ／著 祥伝社 

『鋳物屋なんでもつくれます』 瀕死の会社を守るため、ルカは大胆な改革を図る 上野 歩／著 小学館 

『二人がいた食卓』 毎日食卓を囲み、お互いに気遣うことが夫婦のあるべき姿？ 遠藤 彩見／著 講談社 

『冬の狩人』 未解決事件の重要参考人からのメールの意図は。６年ぶりのシリーズ新作 大沢 在昌／著 幻冬舎 

『もしかしてひょっとして』 誤解も悪意も呑み込んで、奇妙な謎を解き明かせ！ 大崎 梢／著 光文社 

『白野真澄はしょうがない』 助産師、イラストレーター、小学生。同姓同名５人の物語 奥田 亜希子／著 東京創元社 

『今夜』 人生の分かれ道はたいてい夜に現れる。闇に侵された４人の男女の強さと弱さ 小野寺 史宜／著 新潮社 

『希望病棟』 中庭で拾った聴診器は、心の声を聴くことができた。『後悔病棟』続編 垣谷 美雨／著 小学館 

『銀の夜』 女子高生時代にバンドでメジャーデビューした３人。３５歳の今は…… 角田 光代／著 光文社 

『京都四条月岡サヨの小鍋茶屋』 時は幕末、志士たちに束の間の安らぎと温もりを 柏井 壽／著 講談社 

『オルタネート』 デジタル世界と３人の若者の運命が交錯する。直木賞候補作 加藤 シゲアキ／著 新潮社 

『黄昏坂七人斬り』 容姿端麗な剣客の悪行に、拵屋銀次郎の刃が閃く 門田 泰明／著 徳間書店 

『浅草迄』 少年時代の初めての記憶、ジャズ喫茶を彷徨った青年時代。渾身の自伝小説 北野 武／著 河出書房新社 

『善医の罪』 ３年前の尊厳死は「延命治療の中止」だったのか、それとも―― 久坂部 羊／著 文藝春秋 

『デルタの羊』 アニメに懸ける男たちの人生が交差するとき、逆転のシナリオが始まる 塩田 武士／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『コーチ』 伸び悩む若手刑事に、その男は送り込まれる。彼はなぜ人事課にいるのか 堂場 瞬一／著 東京創元社 

『谷根千ミステリ散歩』 路地裏の隠れ家みたいな雑貨屋で、「謎」をお待ちしてます 東川 篤哉／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』 寂れた観光地に現れるは「黒い魔術師」 東野 圭吾／著 光文社 

『青春とは、』 ステイホームで見つけた名簿と一冊の本が高校時代の記憶を呼び覚ます 姫野 カオルコ／著 文藝春秋 

『この本を盗む者は』 盗まれた本が呪いを発動させ、街は物語に侵食されていく 深緑 野分／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『寒紅と恋 小間もの丸藤看板姉妹３』 飾り職人が酉の市に連れてきた母娘の想い 宮本 紀子／著 角川春樹事務所 

『肉体のジェンダーを笑うな』 夫の胸から「父乳」が出たら？ 性差の減った未来とは 山崎 ナオコーラ／著 集英社 

『元女子高生、パパになる』 仕事、恋愛、家族。社会の普通を問い直す一人の奮闘記 杉山 文野／著 文藝春秋 

『彼女の名前は』 戦い続ける女性たち。『82年生まれ、キム・ジヨン』著者の短編集 チョ ナムジュ／著 筑摩書房 

 

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。 


