
『教えてコバチュウ先生！ 

浮世絵超入門』 
小林 忠 著 

小学館（７２１－コバヤ） 

国際浮世絵学会会長の著者

が、浮世絵の成り立ちや変遷を

講義形式で分かりやすく指南し

ます。菱川師宣など７名の絵師

については、代表作を挙げな

がら詳しく解説。名作が生まれ

た裏側を知ることができます。 

 

 

                        

『失せ物屋お百』 

廣嶋 玲子 著／ポプラ社 

（ＰＦ―ヒロシ） 

人には見えないものをみるこ

とができるお百は、その力を使

い失せ物捜しの商売をしてい

た。ある日、目の秘密を知る子

狸がやってきて…。 

瀕死の老人の記憶や幽霊の

落とし物など、一筋縄ではいか

ない捜し物とその因果に迫る。 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館カレンダー  ５月  
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 印は休館日 

『忙しくて余裕ない日は、豆腐にしよう。』  

今泉 久美 著 女子栄養大学栄養クリニック 監修／山と溪谷社（５９６－イマイ） 

豆腐は、安くて手軽に手に入り、栄養満点の便利な食材です。のせるだ

け、和えるだけ、煮るだけなど調理方法もシンプル。１人分から作ることがで

き、メインにもなる６７品のレシピを紹介します。 

『間取りのお手本』   

コラボハウス一級建築士事務所 著 

エクスナレッジ（５２７－マドリ） 

家を建てる際に、最も重要な

間取り。本書では、実際に建築

された家や計画段階の家の間

取りをご案内します。また、子育

てやくつろぎ、おしゃれなど、６

つの項目から探すことができま

す。理想の間取りを見つけてみ

ませんか。 

『医者が教える 

サウナの教科書』 

加藤 容崇 著 

ダイヤモンド社（４９８－カトウ） 

サウナって本当に体に良い

の？ 医師でありサウナーであ

る著者が、医学的にサウナの

効果を分析します。サウナを出

るタイミングから水風呂の適温

まで、サウナの正しい入り方が

この一冊で分かります。 

 

新しく始まったこのコーナーでは、図書館の便利な使い方や西口ライブラリーについて幅広く 

ご紹介します！ 

 

みなさんはセット予約をご存知でしょうか？ セット予約とは、上中下巻のような続き物の本が、

必ず上巻から届くように設定できる予約方法です。今回はインターネット予約での設定の仕方に

ついてご案内します。（カウンターで予約される際は、職員へお申し付けください。） 

 

 
           

～セット予約～ 

①本を選び予約カゴに入れ、『選択した資料を

予約』をクリックします。 

 

②右の図の画面になります。 

 

③『予約種別』タブをクリックし、『セット予約（優

先順）』を選択して、予約をします。 

この時、『順番入替』で借りたい順番に並べ

替えてください。 

 
※ご注意ください※ 

・スマートフォンや携帯サイトでは、セット予約ができま

せん。PCサイトをご利用ください。  

・予約の少ない本やすぐ貸出できる本などに 

関しては、セット予約にすると、通常の予約よりもご

用意までに時間がかかってしまう場合がございま

す。 

ご不明な点がありましたら、職員にお尋ねください。 
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『テーマカラーで伝わる！ 

色別ブランディング・デザイン』 

グラフィック社 編 石田亜矢子 訳 

グラフィック社（６７４－テマカ） 

赤は力強さ、黄色は温かさ

など、色の持つイメージをデザ

インに活用した事例集です。

黄色でデザインされたポーラン

ドの建築事務所やサンフラン

シスコにあるベトナム料理店の

赤いロゴなど、色別に世界の

事例１１２点を紹介します。 

『色の野菜の栄養事典』 

吉田 企世子 監修 

エクスナレッジ（４９８－イロノ） 

抗酸化作用のある緑、免疫

力アップに役立つ茶・黒…。野

菜に含まれる健康維持・病気

予防に効果的な成分は、色で

見分けることができます。２０２

種類の野菜について、栄養だ

けでなく調理や保存のコツも教

えてくれる一冊です。 

『いろ習慣』 

七江 亜紀 著 

中央公論新社（１４６―ナナエ） 

「いろ習慣」とは、自分の内

面を、色を通して整理し、具体

的な行動に落とし込んでいくこ

とです。毎日の服装や部屋の

色調、旬の食べ物の色味など、

「色」を意識することで生活を豊

かにする秘訣を伝授します。 

 

 

 

サクサク片付く!パソコン時短術完全マニュアル 

森 陽子 著／秀和システム（００７－モリヨ） 

60分でわかる!サブスクリプション 

       リンクアップ 著／技術評論社（６７５－ロクジ） 

詳説日本仏教 13宗派がわかる本 

正木 晃 著／講談社（１８２－マサキ） 

少年野球スコアのつけ方 

  日本野球機構 監修／日本文芸社（７８３－シヨウ） 

世界の国旗図鑑 

       吹浦 忠正 著／主婦の友社（２８８－フキウ） 

話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日 1分朗読 

    魚住 りえ 著／東洋経済新報社（８０９－ウオズ） 

いつ死んでも後悔しない!かしこい「生前贈与」 

     渡辺 由紀子 著／PHP研究所（３４５－ワタナ） 

ピカソになれない私たち 

           一色 さゆり 著／幻冬舎（Ｆ－イツシ） 

被災したあなたを助けるお金とくらしの話 

           岡本 正 著／弘文堂（３６９－オカモ） 

文身 

            岩井 圭也 著／祥伝社（Ｆ－イワイ） 

ツバメのひみつ 

         長谷川 克 著／緑書房（４８８－ハセガ） 

帝国 

           花村 萬月 著／講談社（Ｆ－ハナム） 

人工培養された脳は「誰」なのか 

フィリップ・ボール 著／原書房（４９１－ボルフ） 

ポラリスが降り注ぐ夜 

            李 琴峰 著／筑摩書房（Ｆ－リコト） 

最新図解で早わかり 5Gがまるごとわかる本     

水上 貴博・中村 邦明 著／ソーテック社（５４７－ミズカ） 

霧島から来た刑事 

           永瀬 隼介 著／光文社（ＰＦ－ナガセ） 

親に元気を届ける作りおきごはん 

       小田 真規子 著／永岡書店（５９６－オダマ） 

キャサリンはどのように子供を産んだのか? 

森 博嗣 著／講談社（ＰＦ－モリヒ） 

野菜づくり大百科 

       板木 利隆 著／家の光協会（６２６－イタギ） 

金子と裕而 

     五十嵐 佳子 著／朝日新聞出版（KF－イガラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 展示★名作案内 
西口ライブラリーに新しく入った本を一部紹介します。 ライブラリアンの 

『キッチンでできる 

草木染めレッスン帖』 

佐藤 麻陽 著 

ブティック社（７５３－サトウ） 

草木染めとは、主に植物を使

った染色の技法です。身近な草

花や家庭にある材料を使い、キ

ッチンでできる染色の方法を説

明します。また、作業工程から

染め上がりの色まで、写真で分

かりやすく、初心者にもおすす

めです。 

『和のきれいな配色』  

ナイスク 編／エムディエヌコーポレーション（７５７－ワノキ） 

桜色・茜色・萌黄色など、日本古来の色を名前の由来やイメージ写真とと

もに紹介しています。CMYK、RGB、ＷＥＢカラーコードの色データを掲載

し、デザイン制作にも活用できます。美しい和色の世界を楽しみませんか。 

 

 

今日の気分は何色？ 

ね こ 

猫。気まぐれで自分勝手で愛らしいその動物は、なぜか作家に愛されています。 

谷崎潤一郎、室生犀星、三島由紀夫…猫好きな作家は数知れません。 

夏目漱石の代表作である『吾輩は猫である』にはモデルになった猫がいるというのは有名な話

です。村松友視の『アブサン物語』など、愛猫との生活を綴った作品も多く存在します。作家の猫

好きは日本だけに留まりません。『老人と海』を書いたアーネスト・ヘミングウェイも猫が好きでした。

なぜ、作家は猫を愛するのでしょうか。猫の自由奔放なところが作家のインスピレーションに刺激を

与えるのでしょうか。謎は深まるばかりですが、本当のところは理由なんてなくて、ただただ猫が可

愛いから好きというだけなのかもしれません。 
参考文献：『作家の猫』コロナブックス編集部 編／平凡社（９１０．２－サツカ） 


