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ぴよぴよひよこのおはなし会
7月 15日（金）１１：００～
０・１・２歳のあかちゃん向けの

おはなし会です。

絵本を読んだり手遊びをしたりします。

おはなし会
7月 9日（土）１１：００～

季節の絵本や紙芝居などをつかった

楽しいおはなし会です。

※小さいお子さまからご参加いただけます。

開館時間/水・木・金 10：00～18：00 土・日 10：00～17：00（ の日はお休みです）

2022/7

図書館ＨＰでも

図書館だよりカラー版を

ご覧いただけます！

全日本写真連盟・彦根支部

第４回 写真展 in甲良

期間：７月２日（土）～７月３１日（日）

アマチュア写真家のみなさんによる写真展を開催します。

甲良町内の写真も展示されます。ぜひご覧ください。
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～こんな本が人気です～
２０２２年１月～６月によく利用があった本を紹介します。

おしゃべりな部屋 川村 元気 中央公論新社

奇跡 林 真理子 講談社

女のいない男たち 村上 春樹 文芸春秋

黒牢城 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

大人の流儀 １１ 伊集院 静 講談社

何のために伝えるのか？ 池上 彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

一度は泊まりたい

超ユニークHOTEL ＪＴＢパブリッシング

花を育ててみたいのですが。 花福こざる 家の光協会

コールセンターもしもし日記 吉川 徹 三五館シンシャ

鎌倉殿の１３人 前編 三谷 幸喜 ＮＨＫ出版
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タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

六法推理 五十嵐　律人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｶﾞ

さよならに反する現象 乙一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾂ

ルームメイトと謎解きを 楠谷　佑 ポプラ社 F ｸｽ

爆弾 呉　勝浩 講談社 F ｺﾞ

渚の螢火 坂上　泉 双葉社 F ｻｶ

競争の番人 新川　帆立 講談社 F ｼﾝ

二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ 祥伝社 F ﾂｼﾞ

咲かせて三升（みます）の團十郎 仁志　耕一郎 新潮社 F ﾆｼ

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介 小学館 F ﾉﾘ

スクイッド荘の殺人 東川　篤哉 光文社 F ﾋｶﾞ

スタッフロール 深緑　野分 文藝春秋 F ﾌｶ

にごりの月に誘われ 本城　雅人 東京創元社 F ﾎﾝ

百年厨房 村崎　なぎこ 小学館 F ﾑﾗ

　戦後ハリウッドで奮闘した特殊造形師・マチルダ。現代ロンドンのCGクリエイター、ヴィヴィアン。CGの嵐が
吹き荒れるなか、映画に魅せられた2人の魂が時を越えて共鳴する。

 ～ 図 書 館 に 新 し く 入 っ た 本 の 紹 介 ～
＊貸出中の本は予約してもらえます。電話でもおうかがいします。お気軽にどうぞ。

 ＊新刊の一部を紹介しています。新刊の棚もご覧下さい。

＊HPでは新刊の全図書をご覧いただけます。http://www.koura-lib.jp/

　余命6カ月のIT企業会長・釜田芳人から自叙伝の代筆の依頼を受けた上阪傑。以前トラブルがあった自分に再度
依頼したのは何故か。取材で判明した新真実とは何か。驚愕のミステリ。

　沖縄本土復帰直前に起きた100万ドル強奪事件。様々な思いを抱えながら、琉球警察の捜査員たちは事件解決を
目指す。

　旧家に独り住む大輔。ある日アヤという若い女が現れ、大正時代にここで働いていたと言う。大輔は彼女を
信じられないが、アヤが作った冷やしコーヒーは祖父が「もう一度飲みたい」と言っていた味だった。

　公正取引委員会の審査官・白熊楓とエリート審査官・小勝負勉は反発しあいながらも、ウェディング業界の価格
カルテル調査に乗り出す。数々の妨害を越えて、市場を支配する巨悪を打ち倒せるか。

日
 
 

本
 
 

の
 
 

小
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　大学で無料の法律相談所を運営する古城。リベンジポルノ、放火事件、カンニング騒動…。法曹一家に育った
法律マシーン古城と、自称助手の戸賀が5つの難事件に挑む。

   男子校の寮「あすなろ館」に転入生の絵愛（えちか）がやってきた。彼は動物にしか心を開かないが、優れた
頭脳の持ち主。ある日、生徒会長が何者かに殺害された。犯行が可能なのは、あすなろ館の住人だけで…。

　悪女にはまり欲に負け、泥にまみれた晩年でも、芸を極め、最期まで人々に愛された波瀾万丈の役者、七代目
市川團十郎。歌舞伎世界の光と影を濃厚に詰め込んだ本格時代小説。

　心霊写真に写りたい幽霊が出会ったのは、心霊写真を作ることが趣味の青年だった。「悠川さんは写りたい」
他、さよならの代わりの５つの物語。

　身に覚えのない強盗殺人容疑で逮捕された桐谷雅樹。犯行現場に残されたDNAと、防犯カメラに映る姿はまぎれ
もなく自分のもの。自らの記憶、精神をも疑いはじめた矢先、不在証明が立証される。

　SNSで知り合ったパパイヤとママイヤは、木更津の小櫃川(おびつがわ)河口の干潟で待ち合わせをする。流木が
折り重なる“木の墓場”で会うようになった2人は、徐々に心を通わせていく。

　都民1400万人を人質にとる無差別爆破テロ。爆弾の在り処の手がかりは、容疑者と思しき中年男が出す“クイ
ズ”のみ。取調室の中で、正体不明の容疑者と警察の戦いが始まる。

　鵜飼探偵事務所に依頼人がきた。有力企業社長が、スクイッド荘に同行し脅迫者から護ってほしいというのだ。
断崖絶壁に建つスクイッド荘は、いかにも怪事件が起こりそうで…。

くらしのなかに図書館を　甲良町立図書館



タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

大きな字でわかりやすいキーボード入力 技術評論社編集部 技術評論社 007.6 ｵｵ

図説　本の歴史 樺山　紘一 河出書房新社 020.2 ｽﾞｾ

ジャーナリストの仕事 齊藤　信宏 青弓社 070.1 ｻｲ

生きる意味って何だ？ 村上　祐介 創元社 140.4 ﾑﾗ

臨床心理学小史 サトウ　タツヤ 筑摩書房 146.0 ｻﾄ

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 高橋　聡美 法研 146.8 ﾀｶ

ルールズ・ベスト エレン・ファイン 青春出版社 159.6 ﾌｱ

日本の合戦解剖図鑑 本郷　和人 エクスナレッジ 210.1 ﾆﾎ

宮廷女性の戦国史 神田　裕理 山川出版社 210.4 ｶﾝ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興 河出書房新社 262 ｾｷ

図説メディチ家の興亡 松本　典昭 河出書房新社 288.3 ﾏﾂ

半藤一利 わが昭和史 半藤　一利 平凡社 289.1 ﾊﾝ

観光コースでない京都 平井　美津子 高文研 291.6 ﾋﾗ

ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉　悠 ＰＨＰ研究所 302.3 ｺｲ

ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 遠藤　誉 ＰＨＰ研究所 319.2 ｴﾝ

法律大百科事典 千葉　博 翔泳社 335 ﾁﾊﾞ

事件から読みとく日本企業史 武田　晴人 有斐閣 335.2 ﾀｹ

新築戸建と火災保険 藪井　馨博 クロスメディア・
パブリッシング 339.6 ﾔﾌﾞ

社会保障あんしん教室 藤岡　夕里子 日本法令 364 ﾌｼﾞ

私の老後私の年金 長尾　義弘 河出書房新社 364.6 ﾅｶﾞ

図解でわかる労働法の基本としくみ 佐藤　広一 アニモ出版 366.1 ｻﾄ

外国人労働相談最前線 今野　晴貴 岩波書店 366.8 ｺﾝ

捨てる家族　母と娘がやりなおすための５つの物語 咲　セリ 論創社 367.3 ｻｷ

生活保護ケースワーカーの仕事の基本 山中　正則 学陽書房 369.2 ﾔﾏ

押さえておきたい児童福祉・子ども子育て支援 仲本　美央著 ぎょうせい 369.4 ﾅｶ

歯学部　中高生のための学部選びガイド　※シリーズあります。 橋口　佐紀子 ぺりかん社 376.8 ﾊｼ

家族で支援する子どものＡＳＤ 宮尾　益知 河出書房新社 378.8 ｶｿﾞ

子どもに伝わる魔法の「ほめ方」「叱り方」 島谷　留美 講談社 379.9 ｼﾏ

細密イラストでわかる服装と民族の風俗史 大津樹
ＩＢＣ
パブリッシング 383.1 ｻｲ

失われゆく娯楽の図鑑 藤木ＴＤＣ グラフィック社 384.8 ｳｼ

福を呼ぶ四季の習慣　小さな日本の行事 本間　美加子 主婦の友社 386.1 ﾎﾝ

学校では教えてくれない超ディープな数学の教科書 難波　博之 ＳＢクリエイティブ 410 ﾅﾝ

文系のためのめっちゃやさしい無とは何か 佐々木　真人 ニュートンプレス 421 ﾌﾞﾝ

超ひも理論   宇宙のすべてを「ひも」で説明する ニュートン編集部 ニュートンプレス 429.6 ﾁﾖ

散歩がもっと楽しくなる四季の草花図鑑 多田　多恵子 宝島社 470 ｻﾝ

怪虫ざんまい　　昆虫学者は今日も挙動不審 小松　貴 新潮社 486.0 ｺﾏ

絵でわかるにおいと香りの不思議 長谷川香料株式会社 講談社 491.3 ｴﾃﾞ

ウルトラ図解骨粗鬆症 竹内　靖博 法研 493.6 ｳﾙ

最新頭痛の治し方大全 丹羽　潔 扶桑社 493.7 ﾆﾜ

言語聴覚士になろう！ みやの　ひろ 青弓社 498.1 ﾐﾔ

不自然な死因　イギリス法医学者が見てきた死と人生 リチャード・シェパード 大和書房 498.9 ｼｴ
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タ　イ　ト　ル 著　者 出版社 請求記号

世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻　健男 笠間書院 502.1 ｻﾏ

西洋の名建築がわかる七つの鑑賞術 中島　智章 エクスナレッジ 523.3 ﾅｶ

イラストでわかる建築施工 井上　国博 ナツメ社 525.5 ｲﾗ

事業用車両の世界
「旅と鉄道」
              編集部 天夢人 536 ｼﾞｷﾞ

大人時間を味わうたのしいスパイス絵本 武政　三男 日本文芸社 588.7 ｵﾄ

笑う家事には福来る  衣食住の「楽」家事のヒント マキ 主婦の友社 590 ﾏｷ

子育て中の不安がなくなるお金の超基本 岡　ゆみ 青春出版社 591 ｵｶ

きれいに作れる帽子　あらゆるカーブ縫いをマスター 赤峰　清香 主婦と生活社 593.3 ｱｶ

新幹線と特急の刺しゅう ささき　みえこ 誠文堂新光社 594.2 ｻｻ

４７都道府県日本全国地元食図鑑 菅原　佳己 平凡社 596 ｽｶﾞ

手軽でおいしい！サバ缶レシピ 大瀬　由生子 春陽堂書店 596.3 ｵｵ

心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんのあそび大全 小西　行郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599 ｺﾆ

小さな苔ガーデニング 大野　好弘 主婦の友社 627.8 ｵｵ

オカメインコとともに 細川　博昭 グラフィック社 646.8 ﾎｿ

お花屋さんの仕事基本のき 日本フローラル
マーケティング協会 誠文堂新光社 673.7 ｵﾊ

怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫　渉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 686.3 ﾜﾀ

森山大道  写真とは記憶である 森山大道写真財団 平凡社 740.2 ﾓﾘ

世界一わかりやすい動画制作の教科書 小島　真也 技術評論社 746.7 ｺｼﾞ

あたらしい洋食器の教科書 加納　亜美子 翔泳社 751.3 ｶﾉ

はじめての実用おりがみ 小林　一夫 朝日新聞出版 754.9 ﾊｼﾞ

オペラのひみつ 岸　純信
メイツユニバーサル
コンテンツ 766.1 ｷｼ

スムーズな走りを極める！陸上競技ハードル 山崎　一彦 メイツユニバーサル
コンテンツ 782.3 ｽﾑ

今すぐやっておきたい体が忘れないゴルフの基本 芹澤　信雄 河出書房新社 783.8 ｾﾘ

はじめての車内泊 ＪＡＦメディアワークス 786.3 ﾊｼﾞ

春夏秋冬　恋よこい 林　望 春陽堂書店 910.2 ﾊﾔ

中島みゆき詩集 中島　みゆき 角川春樹事務所 911.6 ﾅｶ

大人への手順 伊集院　静 文藝春秋 914.6 ｲｼﾞ

妻はサバイバー 永田　豊隆 朝日新聞出版 916 ﾅｶﾞ

柩のない埋葬 方方 河出書房新社 923.7 ﾌｱ

プロジェクト・ヘイル・メアリー　　上・下 アンディ・ウィアー 早川書房 933.7 ｳｲ 

図書館島 ソフィア・サマター 東京創元社 B 933.7 ｻﾏ

深夜０時の司書見習い 近江　泉美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ

鴨川食堂しあわせ 柏井　壽 小学館 B F ｶｼ

夕闇通り商店街コハク妖菓子店 栗栖　ひよ子 ポプラ社 B F ｸﾘ

目白鮫 坂岡　真 双葉社 B F ｻｶ

後宮の烏　　７ 白川　紺子 集英社 B F ｼﾗ

うちのにゃんこは妖怪です　　３ 高橋　由太 ポプラ社 B F ﾀｶ 

あやかし姫の良縁 宮野　美嘉 小学館 B F ﾐﾔ

琉球建国記 矢野　隆 集英社 B F ﾔﾉ

髪追い 輪渡　颯介 講談社 B F ﾜﾀ

北近江地名考 太田　浩司 サンライズ出版 S 291.6ｵｵ

びわ湖一周滋賀じてんしゃ旅
輪の国びわ湖
　　　　推進協議会 八重洲出版 S291.6 ﾋﾞﾜ

滋
賀

文
　
庫

農
業
・
産
業

工
　
業
 
・
 
暮
　
ら
　
し

芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ

文
　
学

くらしのなかに図書館を　甲良町立図書館


