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＜永源寺図書館＞  

17 日（土）14:00～15:30  

「禁じられた遊び」（洋画/字幕） 

＜湖東図書館＞ 

10 日（土）14:00～15:45   

「二人で歩いた幾春秋」（邦画） 

 

** 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 

シェルパ斉藤の親子旅２０年物語 斉藤 政喜／著 産業編集センター 

日本百名山登山ガイド 上・下 山と溪谷社／編 山と溪谷社 

おひとりさまの認知症幸せに暮らす準備ブック 主婦の友社／編 主婦の友社 

やさしくわかる抗がん剤の副作用とその対処法 清水 奈緒美／編著 法研 

ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤 舞衣子／著 立東舎 

なくす家事 マキ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

きものの不安をスッキリ解決！ 高橋 和江／著 河出書房新社 

『 ロシアの可愛い指人形 』 井岡美保/著 産業編集センター 

古い町並みの残る奈良町（奈良市）でカフェを営む井岡さん。かわいい雑貨を求めて出

かけた旅の中で、ロシアに住むターニャおばあちゃんの指人形と出会いました。ターニャさ

んの指人形は、細かい編み針４本で極細の毛糸を小さな筒状に編んでいったもので、

『おだんごぱん』や『おおきなかぶ』などのロシア民話や人気のキャラクター・チェブラーシ

カなどが細部まで丁寧に表現されています。この本では、ターニャさんの作品と、その中

から簡単に編めそうなものの編み方を紹介しています。 
 

かぎ針編みのエコバッグと毎日バッグ  ブティック社 

斉藤謠子の手のひらのいとしいもの 斉藤 謠子／著 日本ヴォーグ社 

６５歳からのふたりごはんの愉しみ 石原 洋子／著 家の光協会 

世界の台所探検 岡根谷 実里／著 青幻舎 

ゆーママのはからない家おやつ 松本 有美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

社会・教育・福祉 

トコトンやさしい量子コンピュータの本 山崎 耕造／著 日刊工業新聞社 

大きな字でわかりやすいパソコン入門 ウィンドウズ１０対応版 改訂３版 ＡＹＵＲＡ／著 技術評論社 

学問の自由が危ない 佐藤 学／（他）編 晶文社 

哲おじさんと学くん 永井 均／著 岩波書店 

漢文で知る中国 加藤 徹／著 ＮＨＫ出版 

上杉鷹山 小関 悠一郎／著 岩波書店 

世界一ポップな国際ニュースの授業 藤原 帰一／著 文藝春秋 

不思議の国のラオス 森山 明／著 彩流社 

ＳＡＰＥＵＲＳ タリーク・ザイディ／著 青幻舎インターナショナル 

『 サフラジェット 平等を求めてたたかった女性たち 』  

デイヴィッド・ロバーツ／著 富原まさ江／訳 合同出版 

日本の国籍を持つ１８歳以上のすべての人は、投票する権利を持っている。今では当

たり前のことですが、かつては性別や納税額によって制限がありました。１９００年代のはじ

めに、イギリスで沸き起こった女性選挙権運動。あくまで平和的に、請願や議論や行進に

よって獲得を目指す「サフラジスト」の活動ではことが進まず、業を煮やした一部の女性た

ちが破壊行動を始めます。それが「サフラジェット」です。人命は決して損なわないよう、け

れど選挙権を勝ち取るため絶対に服従しなかった女性たち。「当たり前」を得るための信

じられないような闘いが、２１世紀を生きる男性によるイラストでよみがえります。 

コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 栗田 路子／（他）著 光文社 

値段がわかれば社会がわかる 徳田 賢二／著 筑摩書房 



働く人を守る！職場六法 岩出 誠／著 講談社 

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤 敦規／著 クロスメディア・パブリッシング 

老後レス社会 朝日新聞特別取材班／著 祥伝社 

キツネ目 岩瀬 達哉／著 講談社 

震災復興１０年の総点検 五十嵐 敬喜／（他）著 岩波書店 

福祉現場のための感染症対策入門  中央法規出版 

学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮 処凛／著 河出書房新社 

スムーズに着任できる！教師のための「異動」の技術 俵原 正仁／著 学陽書房 

土葬の村 高橋 繁行／著 講談社 

 

自然・ビジネス・産業 

なっとくする数学記号 黒木 哲徳／著 講談社 

江戸の植物図譜 細川 博昭／著 秀和システム 

センスを磨く！住宅デザインの新ルール 間取り編  エクスナレッジ 

機械・電気の資格と仕事 梅方 久仁子／著 技術評論社 

原発事故自治体からの証言 今井 照／編 筑摩書房 

『 食べるつかうあそぶ庭にほしい木と草の本 』 草木屋／著 農山漁村文化協会 

草木染が楽しめるビワや、葉に防腐作用があるナンテンなど、庭に植えておけば、毎日の

暮らしがぐんと楽しくなる木や草を紹介した本です。今の季節、目にすると心浮き立つ桜の花

は、花びらを塩漬けにして味わうことができ、酸っぱくて食べられない実も、つぶせば絵の具と

して遊ぶことができます。嫌われがちなドクダミは、干すと美味しい野草茶に変身。料理に使

ったり、お風呂に入れたり、子どもの遊びに大活躍したり。植物たちの意外な使い方と魅力を

知れば知るほど、庭や道端の草木が宝物に見えてきます。 
 

小さな会社のＳＤＧｓ実践の教科書 青柳 仁士／著 翔泳社 

トヨタの日常管理板 ＯＪＴソリューションズ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

どう考える？種苗法 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 

山を買う 福崎 剛／著 山と溪谷社 

 

芸術・趣味 

美しき鉄道橋の世界 武田 元秀／著 天夢人 

愛しの灯台１００ 不動 まゆう／著 書肆侃侃房 

手作りを楽しむ蜜ろう入門 安藤 竜二／著 農山漁村文化協会 

樹木とリーフで小さな庭づくり  ナツメ社 

『 やがて 鐘
カンパネラ

は鳴る 』 フジコ・ヘミング/著 双葉社 

「それぞれの曲が生み出された時代の空気感や気分を感じさせる演奏をしたい」と語り、

ノスタルジックでエレガントにピアノを奏でるフジコ・ヘミング。スウェーデン人の父と日本人の

母を持ち、貧しさの中、母の厳しいピアノ指導を受けて育ちました。早くから才能を認められ

るもリサイタルの直前に風邪で聴力を失うなど、長く不遇の時代を過ごしましたが、テレビの

ドキュメンタリー番組を契機に大きく人生が変わります。類まれな調べは人々を魅了し、そ

の名は多くの人が知るところとなりました。世界各国でリサイタルを開くに至った現在までを

支えた、しなやかで強靭な人生哲学が語られています。 
 

基本が身につく油絵レッスン 山中 俊明／著 ナツメ社 

しゃにむに写真家 吉田 亮人／著 亜紀書房 

こんな写真を撮ってきた 椎名 誠／著 新日本出版社 



イラストでわかる日本の甲冑 渡辺 信吾／著 マール社 

はじめよう！ソロキャンプ 森 風美／著 山と溪谷社 

碁の序盤・定石改革講座 大橋 成哉／著 マイナビ出版 

 

ことば・文学・小説 

この１冊、ここまで読むか！ 鹿島 茂／（他）著 祥伝社 

科学絵本の世界１００  平凡社 

なぜ、読解力が必要なのか？ 池上 彰／著 講談社 

ライオンのプライド探偵になるクマ 前田 まゆみ／著 創元社 

ひきこもり図書館 頭木 弘樹／編 毎日新聞出版 

『 母のレシピノートから 』 伊藤まさこ/著 筑摩書房 

自他ともに認める食いしん坊の伊藤まさこさん。伊藤さんの作る料理は、それに合わせる器と

ぴったりで、どれもおいしそう。すぐに真似をしたくなります。そんな伊藤さんの原点はお母さん。

まだ洋風の料理がめずらしかった時代から、見よう見まねで作ってくれる美味しいものの数々

は、友だちにうらやましがられたそうです。きのこをたっぷりお腹につめこんだ鶏の丸焼きは、鶏

を食べた後、残ったきのこをパスタに入れて２度美味しい。写真を見るだけでうっとりします。 
 

『霧にたたずむ花嫁』 恋人が勇人と結婚！ 傷心の旅に出る。花嫁シリーズ第 34弾 赤川 次郎／著 実業之日本社 

『草原のサーカス』 対照的な性格の姉と妹。それぞれ職業人として名声を得るが…… 彩瀬 まる／著 新潮社 

『猫まくら 眠り医者ぐっすり庵』 不眠つづきの藍は眠り専門の養生所を兄と開く 泉 ゆたか／著 実業之日本社 

『田中家の三十二万石』 貧しい百姓から筑後の太守となった男。運と度胸で戦いぬく 岩井 三四二／著 光文社 

『和菓子迷宮をぐるぐると』 理系の大学生が数値では測れぬ和菓子職人の世界に 太田 忠司／著 ポプラ社 

『灰の劇場』 飛び降りた二人の女性を、私は知っていた。三面記事から始まる物語 恩田 陸／著 河出書房新社 

『水葬』 失踪した婚約者は、同じく失踪した元恋人とともにいるのか、それとも。 鏑木 蓮／著 徳間書店 

『リリアン』 ジャズ、風景、今はもういない人たち。大阪を生きる人々の語りが響きあう 岸 政彦／著 新潮社 

『応仁悪童伝』 美しい稚児と孤児の少年。業と知恵と美貌を武器に乱世の都を生きる 木下 昌輝／著 角川春樹事務所 

『おれたちの歌をうたえ』 暗号の謎は 40年の時を超える。友情を諦めなかった男達 呉 勝浩／著 文藝春秋 

『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』 寄せ集めの「家族」、温かい生活の終焉 桜木 紫乃／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『日蓮』 震災、疫病、飢饉。苦しむ人々を救うため、仏典に拠り鎌倉幕府をも敵に回す 佐藤 賢一／著 新潮社 

『麦本三歩の好きなもの 第２集』 図書館勤務の２０代女子に訪れるいろんな出会い 住野 よる／著 幻冬舎 

『その扉をたたく音』 老人ホームの介護士が奏でるサックスが２９歳の人生を変える 瀬尾 まいこ／著 集英社 

『あきない世傳金と銀 １０ 合流篇』 断念した呉服商い。起死回生を目指せ 高田 郁／著 角川春樹事務所 

『ほたるいしマジカルランド』 お客さんの笑顔のため、遊園地スタッフは日々奮闘 寺地 はるな／著 ポプラ社 

『剣鬼斬り 新・流想十郎蝴蝶剣』 料理屋を襲うならず者たちに最強の秘剣が閃く 鳥羽 亮／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『ムーンライト・イン』 自転車旅行中、ワケあり・年代ばらばらの女性たちの館に滞在 中島 京子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『幕間のモノローグ』 ドラマ＆映画撮影中の事件は、ベテラン俳優が鮮やかに謎解き 長岡 弘樹／著 ＰＨＰ研究所 

『悪の芽』 大量殺人の犯人が同級生だった。遠因はかつての自分の「罪」なのか 貫井 徳郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『いわいごと』 やもめの麻之助にとうとう嫁が！？ と思いきや。シリーズ第８弾 畠中 恵／著 文藝春秋 

『じい散歩』 夫婦あわせてもうすぐ１８０歳。いろいろあるけれど、家族の日々は続く 藤野 千夜／著 双葉社 

『オムニバス』 姫川玲子シリーズ第１０弾はレギュラーキャラ総出演の短編集 誉田 哲也／著 光文社 

『湯どうふ牡丹雪 長兵衛天眼帳』 知恵と人情でお江戸の謎解き。シリーズ第２弾 山本 一力／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『覚醒するシスターフッド』 異例の発売即重版・「文藝」２０２０年秋季号を単行本化 サラ・カリー／（他）著 河出書房新社 

『マスクは踊る』 恥の文化を叩きこまれた昭和育ちが、令和の社会を眺めてみれば 東海林 さだお／著 文藝春秋 

『嘘かまことか』 「御宿かわせみ」著者はもうすぐ９０歳。人生の幸福を綴るエッセイ 平岩 弓枝／著 文藝春秋 

 

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。 


