
                                                         

おすすめ文庫王国 ２０２０ 

本の雑誌編集部 編／本の雑誌社（０１９－オスス） 

ピラフとドリア 

坂田 阿希子 著／立東舎（５９６－サカタ） 

アドリア海の素敵な街めぐりクロアチアへ 

小坂井 真美 著／イカロス出版（２９３－コサカ） 

サクランボの丸かじり 

東海林 さだお 著／朝日新聞出版（５９６－シヨウ） 

話しベタさんでも伝わるプレゼン 

清水 久三子 著／翔泳社（３３６－シミズ） 

かんたん！よくわかる！楽譜の読み方 

森 真奈美 著／日東書院本社（７６１－モリマ） 

仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへ！ 

小島 慶子 著／日経 BP（３６６－コジマ） 

我は景祐 

熊谷 達也 著／新潮社（Ｆ－クマガ） 

ゲーム依存からわが子を守る本 

花田 照久・八木 眞佐彦 監修／大和出版（４９３－ゲムイ） 

喧騒の夜想曲（ノクターン） 

日本推理作家協会 編・赤川 次郎 ほか 著／光文社（Ｆ－ケンソ） 

肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方 

加藤 眞三 著／ビジネス社（４９８－カトウ） 

ブルーブラッド 

藤田 宜永 著／徳間書店（Ｆ－フジタ） 

にっぽん建築散歩 

小林 泰彦 著／山と渓谷社（５２３－コバヤ） 

桔梗の旗 

谷津 矢車 著／潮出版社（Ｆ－ヤツヤ） 

帯結びのアレンジ 

        大竹 恵理子 著／成美堂出版（５９３－オオタ） 

一抹の真実 

ジグムント ミウォシェフスキ 著・田口 俊樹 訳／小学館（Ｐ９８９－ミウオ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館カレンダー  2 月  
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福島市西口ライブラリー広報 

西口ライブ発信 

『海を渡ったスキヤキ』 

グレン・サリバン 著／中央公論新社 

(３８３－サリバ) 

和食がアメリカに伝わったの

は明治時代。以降、アメリカ人の

味覚に合わせて独自に進化し、

何度もブームを巻き起こしてい

ます。なぜ、和食はここまで親し

まれるようになったのでしょうか。

その歴史と謎を様々なエピソー

ドとともに、詳しく解説します。 

２０２０年 

2月号 

飯野町で毎年２月中旬から３月上旬まで行われるつるし雛まつり。この期間は「つるし雛」が町中を華やか

に彩ります。「つるし雛」とは古布（和布）やハギレなどで作った人形を、紅白の輪につるして飾るものです。昔

から子どもたちの幸せを願って作られてきました。そのため、人形といっしょに飾られている細工一つ一つに

もちゃんと意味があります。例えば「桃」は厄払い。「ぞうり」は足の健康。「鶴」は長生きするようにという祈り

が込められているのです。元々、生糸や絹織物が盛んだった飯野町。タンスに眠っている着物を再利用する

ために始めたつるし雛作りが、このお祭りのきっかけだと言われています。つるし雛は手作りのため、一つ一

つの表情に違いがあります。飯野つるし雛まつりに足を運んでみてはいかがでしょうか。 
参考文献：『市民フォト・ふくしま夢通信 No.1～』 福島市広報広聴課／編集 福島市広報広聴課（K２９１．２－シミン） 

西口ライブラリーに新しく入った本を 

一部紹介します。 

クイズの答え  

３．雪崩 
 

雪崩は暖かくなった頃起こりやすいため、春の季語です。 

縄飛びやホットケーキが冬の季語というのは意外ですね。 

『おにぎりの本』 

おにぎり協会 監修／辰巳出版 

（５９６－オニギ） 

 おにぎりの普及活動を行っ

ているおにぎり協会公認の

もと、基本のにぎり方やおす

すめの塩・海苔・米を紹介し

ます。ご当地おにぎりのほ

か、驚きの具材で作るアレン

ジレシピも満載。手軽に試

せておいしい１冊です。 

『沈黙の狂詩曲（ラプソディ）』           

日本推理作家協会 編／光文社（Ｆ－チンモ） 

 小説家兼シナリオライターである松丸は、小説を書くため田舎へ引っ

越した旧友・冴木を訪ねる。しかし、小説家を辞めるという冴木の様子に

違和感を覚える。松丸は、屋敷の裏にある竹林に案内され、その恐ろし

い理由を知り…。（有栖川 有栖/著「竹迷宮」より）１５作家の作品を集

めたアンソロジー。 
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 印は休館日 

～「朗読会 ことのはの時間
と き

」開催のお知らせ～ 

大人のための朗読会で、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか？ 

日時 令和２年３月７日（土）午後２時３０分～３時１５分 

場所 コラッセふくしま３階 ３０２会議室 

参加費は無料、申込不要です。 

《プログラム》 

＊「クッキー」「ひとりきり」 

（アーノルド・ローベル／作 『ふたりはいっしょ』『ふたりはきょうも』より） 

＊「希望」（原田 マハ／著 『20 CONTACTS』より） 

＊「おーいでてこーい」(星 新一／著 『ほしのはじまり』より) 



ソウルメイト 
集英社（Ｆ－ハセセ） 
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書くひとの館 
展示★名作案内 

 

次のうち、冬の季語ではないものはどれでしょう？ 

 

１．早梅 

２．縄飛び 

３．雪崩 

４．ホットケーキ 

 

                                         答えは最後のページ 

クイズ解かっせ 

文庫   

 １９６５年北海道生

まれ。横浜市立大学

卒。９６年『不夜城』

でデビュー。翌年に同

作品で吉川英治文学

新人賞、９８年に『鎮

魂歌』で日本推理作家

協会賞、９９年に『漂

流街』で大藪春彦賞を

受賞。現在は、軽井沢

にて、妻、犬２頭と暮

らしながら、執筆活動

を続けている。 

 真一・鈴子夫婦は、家族同様の愛

犬カータが、病気のため余命わずか

と知らされる。２人は、カータとの

最期の時間を大切に過ごそうと献身

的に看病し…。（「バーニーズ・マウ

ンテン・ドッグ」より） 

人間は犬と言葉を交わせない。し

かし、お互いに心を通わせることが

できる。犬は人間の魂の伴侶－ソウ

ルメイトだ。犬と人間との深い絆を

描く心にしみる 7つの短編集。 

～隠し部屋～ 

 愛犬の姿を残したいと写真

撮影を始めた。本書のカバー写

真も、著者自身が撮影した愛

犬。犬たちの散歩のために、夜

１０時就寝、朝５時に起床。 

 『妖怪の子預かります』 

廣嶋 玲子 著 

Minoru 装画・藤田 知子 装幀 

東京創元社（ＰＦ－ヒロシ） 

 江戸で暮らす弥助は、子預

かりをしていた妖怪うぶめの

棲みかの石を知らずに割って

しまう。罪を問われ、烏天狗に

連れてこられた場所は妖怪奉

行所だった。罰として、行方不

明のうぶめの代わりに妖怪の

子を預かることに…。 

『活版印刷三日月堂 [1]』 

ほしお さなえ 著／ポプラ社 

（ＰＦ－ホシオ） 

川越の街の片隅に佇む小

さな活版印刷所三日月堂。

店には、様々な悩みを抱え

た人たちが訪れる。店主の弓

子は、依頼に応じて、言葉で

は伝えられなかった思いを、

一枚一枚丁寧に刷り上げて

いく。心温まる４つの連作短

編集。 

『異端審問ラボ 1 』  

高里 椎奈 著／講談社 

（ＰＦ－タカサ） 

 植物は滅び、“食事”が古

来の文化となった未来。栄養

科学研究所へ配属された千

鳥は、ある出来事を発端に、

様々な事件に巻き込まれて

いく。その中で、友人らと入

手した 1冊の文献と植物の化

石は、失われた食事に関わ

るもので…。 

『戦後最大の偽書事件「東日流
つ が る

外三郡誌」』  

 斉藤 光政 著／集英社（Ｐ２１２．１－サイト） 

戦後まもなく、青森の民家から古文書「東日流外三郡誌」が見

つかった。古代津軽地方に王朝があったという内容で全国的に話

題になるが、その真偽を巡り次々と疑惑が浮上する。地元紙の記

者である著者は、取材を重ねて真相に迫っていく。 

～その他の作品～ 

『ダーク・ムーン』 ２００１年 

『淡雪記』 ２０１１年 

『雨降る森の犬』 ２０１８年 

                     

ライブラリアンの 

144 号室 

馳 星周 

（はせ せいしゅう） 

 

お気に入りの 

 １冊をみつけよう！ 
 

『幸せなひとりぼっち』  

フレドリック・バックマン 著  

坂本あおい 訳  

早川書房 （P９４９－バツク） 

 妻に先立たれ、会社もクビ

になったオーヴォ。世間から

孤立した彼は、自ら命を絶とう

とする。しかし、近所に引っ越

してきた愉快な家族や野良猫

との交流が彼の心を変えてい

く。スウェーデンを舞台にした

長編小説。 

 


