
                                                         

実践幸福学 

友原 章典 著／NHK出版（１４１－トモハ） 

初心者のための詰将棋 

高橋 道雄 著／創元社（７９６－タカハ） 

ニッポン神様ごはん 

吉野 りり花 著／青弓社（１７６－ヨシノ） 

ヴォイストレーニング大全 

福島 英 著／リットーミュージック（８０９－フクシ） 

中国は２０２０年で終わる 

高山 正之 著／新潮社（３０４－タカヤ） 

首 

北野 武 著／KADOKAWA（Ｆ－キタノ） 

ルポ定形外家族 

大塚 玲子 著／SB クリエイティブ（３６７－オオツ） 

OJOGIWA 

藤崎 翔 著／ポプラ社（Ｆ－フジサ） 

発達障害の子を育てる本 スマホ・タブレット活用編 

中邑 賢龍・近藤 武夫 監修／講談社（３７８－ハツタ） 

窓辺のこと 

石田 千 著／港の人（９１４．６－イシダ） 

高校世界史でわかる科学史の核心 

小山 慶太 著／NHK出版（４０２－コヤマ） 

おくりびとは名探偵 

天野 頌子 著／光文社（ＰＦ－アマノ） 

今さら聞けない農薬の話きほんのき 

農文協 編／農山漁村文化協会（６１５－イマサ） 

ヒマワリ高校初恋部！ 

辻堂 ゆめ 著／LINE（ＰＦ－ツジド） 

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 

平凡社（７２６－サクラ） 

星空病院キッチン花 

渡辺 淳子 著／角川春樹事務所（ＰＦ－ワタナ） 
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※西口ライブ発信は、次号より隔月発行となります。コーナーも一部リニューアルいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『マグロの最高峰』 

 中原 一歩 著／ＮＨＫ出版 

（６６４－ナカハ） 

 日本人を魅了する魔法の

魚、マグロ。人生観を変えるほ

ど旨いマグロを求めて、一人の

ライターが旅に出た。 

 一本釣りの漁師たちや鮨屋

の店主への取材の末にたどり

着いた「マグロの最高峰」とは

何か。読めばマグロが食べたく

なる一冊です。 

 

福島市西口ライブラリー広報 

西口ライブ発信 

『行きたい！ 

企業ミュージアム』 

イカロス出版（０６９－イキタ） 

企業ミュージアムとは、企

業が運営する博物館や美術

館のことです。岩下の新生姜

ミュージアムやトヨタ博物館な

ど、実に１０６ヶ所をカラー写

真とともにご案内。それぞれ

が個性的な魅力に溢れ、

様々な企業努力が感じられま

す。 

 

２０20年 

3・4月号 

西口ライブラリーに新しく入った本を 

一部紹介します。 

赤べこは、会津伝統の牛の形をした張り子玩具です。８０７年徳一という僧が、会津の柳津に虚空蔵堂を創

建した時に、どこからともなく赤牛が現れ、木材運搬を手伝いました。そして、完成すると赤牛は石になり、お堂

を守るようになったという伝説があります。これを聞いた当時の会津領主が、京都から呼び寄せた技術者に作

らせたのが始まりです。また、かつてその赤い色から疱瘡除けのおまじないとされ、疱瘡にかかった子供のお

見舞いに赤べこを贈ったところ、たちまち治ったと言われています。職人が手作業で作る丸みを帯びた形とゆら

ゆら揺れる首は見る人を癒し、現在も厄除けのお守りとして伝承されています。 
参考文献： 『福島県民百科』福島民友新聞社福島県民百科事業本部 編／福島民友新聞社（K２９１．２-フクシ） 

『福島大百科事典』福島民報社福島大百科事典発行本部 編／福島民報社（K２９１．２-フクシ） 

『「郷土玩具」で知る日本人の暮らしと心 ２』くもん出版（Ｂ７５－キヨウ） 

クイズの答え 

①春告鳥 
このほかにも「花見鳥」や「経読鳥」など、多くの異称を持ちます。 
 

『結婚の奴』 

能町 みね子 著／平凡社 

（９１４．６－ノウマ） 

 恋愛はせずに誰かと暮らして

生活の質を高めたいと考えた

著者は、事務的で感情抜きの

結婚を計画する。お相手候補

に考えたのは、互いが恋愛対

象にはならないゲイ男性。ツイ

ッターでのやりとりから、徐々

に距離を縮めていくが…。 

 

 

『身近な「くすり」歳時記』 

鈴木 昶 著／東京書籍 

（４９９－スズキ） 

正月７日の七草粥や端午の

節句の菖蒲湯、冬至の柚子湯

や南瓜。季節の行事や暦にま

つわる食べ物と民間療法に

は、健康に役立つ先人の知恵

が詰まっています。そうした暮

らしの中の身近な「くすり」を月

別に紹介します。 

『この指がＩＳから街を守った』     

アザド・クディ 著 上野 元美 訳／光文社（３０２－クデイ） 

シリア内戦時、人民防衛部隊にスナイパーとして参加した著者の、ＩＳ

との戦いの記録。現地では、どのようなことが起き、対処して生き延びる

ことができたのか。ＩＳ崩壊の発端となる、クルド人自治区内の町・コバニ

での攻防戦を中心にまとめる。 
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編集：福島市西口ライブラリー 

〒960-8053 

福島市三河南町１－２０ 

℡024-525-4023 

発行：福島市立図書館 

〒960-8018 

福島市松木町１－１ 

℡024-531-6551 
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※4月 22日～27日は特別図書整理期間のため、   印は休館日  

 休館となります。       



とりつくしま 

筑摩書房（Ｆ―ヒガシ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書くひとの館 展示★名作案内 

 

「ホーホケキョ」 

ウグイスの鳴き声は春の訪れを感じさせます。 

さて、ウグイスは別名なんと呼ばれているでしょうか？ 

 

①春告鳥 ②春鳴鳥 ③春待鳥 ④春呼鳥 
              

              ※答えは最後のページ 

クイズ解かっせ 

１９６３年広島生まれ。 

 １９９６年、「草かんむ

りの訪問者」で第７回歌壇

賞受賞。２００６年には

『長崎くんの指』で小説家

としてもデビューし、２０

１６年、『いとの森の家』

で第３１回坪田譲治文学

賞受賞。 

歌集、小説、児童文学、

絵本と幅広いジャンルで

精力的に執筆している。他

の作家との共著も多数。 

 未練を残して亡くなった人の魂

は、生命体以外のものにとりつくこ

とができる。そんな「とりつくしま

係」の案内によってこの世に戻って

きた人々のエピソード１１編を収

録。よく遊んだ公園のジャングルジ

ムになった男の子、妻が毎日書き続

ける日記になった夫、孫にプレゼン

トしたカメラになった祖母…。見守

ることしかできない彼らの想いの行

方とは。 

  

～隠し部屋～ 

慢性の肩凝り性で、執筆や読

書ですぐ肩がかたくなってし

まう。そんなときに欠かせない

のはドライフルーツとほうじ

茶の組み合わせ。血流を良くし

てくれるような気がする。 

『神田松之丞講談入門』 

 神田 松之丞 著／河出書房新社 

（７７９－カンダ） 

 講談とはどのようなものか。

講談師である著者が、落語と

の違いや高座に使用する道

具、稽古や自身の持ちネタに

ついて丁寧に案内します。人

間国宝・一龍斎貞水との対談

を通して講談界の歴史も知る

ことができます。 

『知識ゼロからの甘酒入門』 

 石澤 清美 著 江田 証 医学監修 

幻冬舎（５９６－イシザ） 

甘酒は飲む点滴と言われる

ほど栄養価が高く、近年人気

が上昇しています。本書で

は、基礎知識や作り方はもち

ろん甘酒を使ったお菓子・料

理のレシピも多数紹介してい

ます。美味しく、健康になれる

甘酒を作ってみませんか。 

『ホメロスを楽しむために』 

阿刀田 高 著／新潮社 

 （９９１－ホメロ） 

古代の詩人、ホメロスにつ

いての入門書です。難解な西

洋古典の世界を、作家の阿刀

田高が単純明快に解説しま

す。ゼウスにポセイドン、アキ

レウスやヘクトルなど、一度は

聞いたことのある有名な英雄

や神々が続々と登場します。 

 

『入社 1年目ビジネスマナーの教科書』 

金森 たかこ 著 西出 ひろ子 監修／プレジデント社（３３６－カナモ） 

身だしなみや挨拶、言葉遣い、電話応対など、社会人に求め

られるビジネスマナー。その基本について、項目別にイラストやＱ

＆Ａ方式で分かりやすく説明します。ベテランの方のおさらいに

も、おすすめです。 

『世界をもてなす 

語学ボランティア入門』 

イーオン 著／朝日出版社 

（８０１－セカイ） 

 外国人観光客の増加や、オ

リンピック開催で需要が高まる

語学ボランティア。その中身に

ついて、ちょっとした道案内か

ら本格的なツアーガイドまで

幅広く取り上げています。外

国人が日本に求めているもの

が見えてくる１冊です。 

～その他の作品～ 

『青卵』 ２００１年 

『私のミトンさん』 ２０１１年  

『晴れ女の耳』 ２０１５年  ほか 

 

 

ライブラリアンの 

東 直子 

（ひがし なおこ） 

145 号室 

○○入門  はじめの一歩！ 


