
『世界を動かすイスラエル』 

澤畑 剛 著 

ＮＨＫ出版（３１９－サワハ） 

イスラエルは近年ＩＴ先進国と

して存在感を高め、対立するイ

ランなどの中東各国にも強硬姿

勢を貫いている。背景には米ト

ランプ政権やその支持層であ

るキリスト教福音派との結びつ

きがあった。長年の取材で見え

てきた、イスラエルの今を語る。 

 

 

                        

『大きな図で見る 

やさしい実用ロープ・ワーク』 

 山崎 敏男 著 

成山堂書店（５５３－ヤマザ） 

ロープの結び方を知っていれ

ば登山や園芸、さらに防災へ役

立てることができます。本書で

は、海上技術学校の元講師が

教えるロープの結び方について

１７０種以上紹介されています。

カラーの図と簡潔な説明が分か

りやすい、実践的な本です。 

 

                                                         

 

 

 

 

今回は、西口ライブラリーについての豆知識をご紹介します。（令和 2年 8月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラッセふくしま１階には県観光物産館があり、県内の銘菓や民芸品を購入する人々で賑わっています。 

お買い物のついでに、ぜひ西口ライブラリーに足を運んでください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館カレンダー  １０月  

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

図書館カレンダー  ９月  

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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『遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」アップ』  

司馬 理英子 著／主婦の友社（３６７－シバリ） 

在宅ワーク、外出自粛、臨時休校などで、親子で過ごす時間が増えた昨

今。新しい生活様式の中で起こりうる親子間のトラブルの対処法や、絆の深

め方について、コミュニケーションの観点から解説します。 

『図解新型コロナウイルス 

メンタルヘルス対策』 

亀田 高志 著 

エクスナレッジ（４９８－カメダ） 

 新型コロナウイルスの影響に

より、心身の健康を崩す方が増

えています。気分が落ち込む、

イライラする、家族の様子がお

かしい…。そんなときにどのよう

に対応すれば良いのか、５２例

を挙げて具体策を伝授します。 

～豆知識～ 

～「朗読会 ことのはの時間
と き

」開催のお知らせ～ 

図書館職員による、大人のための朗読会です。 
 

日時 令和２年９月５日（土）午後２時３０分～３時 

場所 コラッセふくしま３階 ３０２会議室 

定員 １５名（先着順）※事前申し込み・参加費は不要です 

＊当日はマスクの着用をお願いいたします 

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります 

 

『世界夢の映画旅行』 

Filmarks 映画選定  

パイインターナショナル 編著 

パイインターナショナル（２９０－セカイ） 

  過去の名作から話題の新作

まで、映画の舞台となった５５ヶ

所の写真を収録。その色鮮やか

さは、まるで旅に出たような気分

を味わうことができます。外出が

難しい今だからこそ読んでもら

いたい一冊です。ぜひ、映画と

併せてご覧ください。 

  

・福島市西口ライブラリーは「コラッセふくしま」の３階にあり、 

平成１５年７月に開館。今年で１５年目を迎えました！ 

・所蔵数は約 37000冊。ビジネス書、実用書、文芸書などを所蔵しています。 

・展示コーナーが多く、1１箇所あります。 

「ちょっと昔のベストセラー」が人気です。小さな児童書コーナーもあります。 

・雑誌は 73誌、新聞は 11紙所蔵しています。 

・ブックポストは 24時間あいているので、いつでも本をお返しいただけます。 

 



『新訳 説経節』 

伊藤 比呂美 著 

平凡社（９１２．４－シンヤ） 

人売りに騙され母と生き別れ

になった安寿と厨子王の姉弟

は、人遣いの荒い山椒太夫の

元へ売られ…（「山椒太夫」より）。 

詩人の著者が、中世～近世

に行われた語り物・説経節を現

代語訳。波乱万丈な物語がリズ

ミカルな文章で楽しめます。 

 

『日本のレトロコスメ』 

日本のレトロコスメ研究会 編 

グラフィック社（５７６－ホン） 

 今も購入可能な老舗の化粧

品から、惜しまれつつ販売終了

したものまで、商品ごとの誕生

秘話や当時の広告を解説しま

す。時代やニーズに合わせて

変化するパッケージは、見てい

るだけで楽しい気分にさせてく

れます。 

 

 

 

現代哲学の最前線 

仲正 昌樹 著／ＮＨＫ出版（１０４－ナカマ） 

わが子の運動神経がどんどんよくなる本 

        遠山 健太 著／学研プラス（７８０－トオヤ） 

知識ゼロからの古文書を読む 

古賀 弘幸 著／幻冬舎（２１０．０－コガヒ） 

文豪聖地巡礼 

    朝霧 カフカ 監修／立東舎（９１０．２－ブンゴ） 

世界一周 NAVI 

                  イカロス出版（２９０－セカイ） 

凪に溺れる 

         青羽 悠 著／ＰＨＰ研究所（Ｆ－アオバ） 

Chatwork or Slackビジネスチャット+Zoomビデオ会議で 
今日から始めるテレワーク!! 

    小宮 紳一 監修／秀和システム（３３６－チヤツ） 

日本蒙昧前史 

         磯崎 憲一郎 著／文藝春秋（Ｆ－イソザ） 

こう動く！就職活動オールガイド '22年版 

  高嶌 悠人 監修／成美堂出版（３７７－コウウ－２２） 

どうぞ愛をお叫びください 

            武田 綾乃 著／新潮社（Ｆ－タケダ） 

腸内フローラの科学 

    野本 康二 著／日刊工業新聞社（４９１－ノモト） 

ブラックウェルに憧れて 

              南 杏子 著／光文社（Ｆ－ミナミ） 

ウルトラ図解パーキンソン病 

          服部 信孝 監修／法研（４９３－ウルト） 

黄色い夜 

            宮内 悠介 著／集英社（Ｆ－ミヤウ） 

ゲーム業界で働く 

小杉 眞紀・山田 幸彦 著／ぺりかん社（５８９－コスギ） 

１００文字ＳＦ 

         北野 勇作 著／早川書房（ＰＦ－キタノ） 

和布をいかしたバッグ・小物・飾り物 

ブティック社（５９４－ワフオ） 

欺きの訴 

小杉 健治 著／光文社（ＰＦ－コスギ） 

知識ゼロからの骨董・アンティーク入門 

         岩崎 紘昌 著／幻冬舎（７５６－イワサ） 

さち子のお助けごはん 

       山口 恵以子 著／潮出版社（ＰF－ヤマグ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『絶対に見られない世界の秘宝９９』 

ダニエル・スミス 著 小野 智子 訳 片山 美佳子 訳  

日経ナショナルジオグラフィック社（２０４－スミス） 

人為的な秘匿や破壊、盗難などに遭い、所在不明となった歴史上

重要な宝は世界中に数多くあります。ロマノフ家が所蔵していたイース

ター・エッグや盗まれたヴァイオリンの名器など、９９の秘宝の物語を辿

ります。好奇心がくすぐられる一冊です。 

 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 

『明治・大正の 

かわいい着物モスリン』 

似内 惠子 著 

誠文堂新光社（７５３－ニタナ） 

モスリンとは、明治時代に輸

入された、着物や長襦袢に用

いられる薄手の平織り生地のこ

とです。本書では、その歴史や

製作工程、可愛らしい色や柄

のコレクションをカラー写真と共

に紹介しています。 

『朝、目覚めると、 

戦争が始まっていました』  

方丈社編集部 編 

方丈社（９１６－アサメ） 

昭和１６年１２月８日。ラジオ

から太平洋戦争が始まったとい

うニュースが流れた。   

当時の知識人や文化人は戦

争をどう受け止めたのか。彼ら

が遺した日記や回想録をもと

に、戦争が始まったその日を読

み解いていく。 

過去を学び、未来を知る むかしのこと 

「最後の無頼派」と呼ばれた作家、檀一雄。彼の親友は太宰治でした。今回は、２人が起こした

珍騒動をご紹介します。 

ある時、熱海に宿泊していた２人は、豪遊し山ほどのツケを抱えてしまいました。そこで檀が人

質となり、太宰が金の無心に帰京します。しかし、何日たっても戻って来ません。太宰の元へ行っ

てみると、なんと井伏鱒二と将棋を指していました。そして借金は、井伏と佐藤春夫の力を借りて

返すという、恥ずかしい思いもしたのです。 

当初、檀は太宰の仕打ちに激怒していましたが、後に『走れメロス』が世に出され、この一件が

彼の肥やしとなったことを喜んでいました。 

参考文献：『檀一雄全集 第七巻』檀 一雄 著／沖積舎（９１８．６－ダンカ－７） 

『作家と温泉』草彅 洋平 編／河出書房新社（９１０．２－サツカ） 


