
『煮売屋なびきの謎解き仕度』 

汀 こるもの 著 

角川春樹事務所 時代小説文庫 

（PF－ミギワ） 

お客は訳アリ男女に、前世を

語りだす商家のお坊ちゃん？ 煮

売屋を営む１４歳の女将、なびき

の周りは常に事件や謎ばかり。し

かも解決の鍵は、店に住むご飯

の神様が握っているようで…。江

戸を舞台にしたミステリー小説。 

 

 

                        

『「電気、マジわからん」と 

思ったときに読む本』 

田沼 和夫 著 

オーム社（５４０－タヌマ） 

私たちの生活に必要不可欠な

電気ですが、どのようにつくられ、

活用されているかご存知でしょう

か。本書では電気の歴史から基

礎知識まで、豊富なイラストでわ

かりやすく解説します。これを読

めば電気のことがまるわかり！ 

 

『東京国立博物館』 

東京国立博物館 編 

吉川弘文館（０６９－トウキ） 

創立１５０年を迎えた東京国立

博物館の歴史を１冊にまとめまし

た。収蔵品の紹介や館の裏側、展

覧会入場者数ランキングなどバラ

エティに富んだ内容となっていま

す。 

「博物館＝堅苦しい」と思って

いる人にもオススメです。 

（予告）２０２３年２月１日より、新サービスが始まります！ 
 

①電子図書館 

パソコンやスマートフォンなど、お手持ちの端末から電子書籍の貸出ができるようになります。 

インターネットに繋がる環境であれば、いつでもどこでも借りて読むことができます。 

【利用できるかた】福島市内に在住・在勤・在学されているかた 

【利用に必要なもの】図書貸出券・パスワード（インターネットサービスと共通） 
 

②デジタル利用券 

 スマートフォンに図書貸出券を表示して、図書の貸出などを行うことができます。 

図書貸出券を持ち歩かなくても図書館資料を借りることができます。 

 

 

電子図書館導入を含めたシステム更新のため、カレンダーのとおり臨時休館いたします。 

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 臨時休館前ということで、２０２３年１月２２日（日）は貸出冊数が通常１０冊のところ 

２０冊になります！ この機会にぜひたくさんご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館カレンダー  １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  ２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     

       

２０２３年 

1・2月号 
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『ポエトリー・ドッグス』 

斉藤 倫 著 

講談社（９０２－サイト） 

主人公が立ち寄ったバーで出

会ったのはなんと、犬のマスタ

ー。そしてお酒とともに出される

のは「詩」でした。初めは難しく感

じるものの、マスターとの会話を

通して詩に込められた想いに触

れて…。１５夜にわたって詩の世

界へ案内します。 

『今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「意思決定」』 

佐藤 耕紀 著／同文舘出版（141－サトウ） 

ランチをどこで食べるか、あなたはどのように決めていますか？ 多様な選択肢

からより良いものを見極めるためには、知識が必要です。 

自衛隊のリーダー候補を教えてきた著者が、日常生活やビジネスでも役立つ意

思決定の知恵を伝授します。 

 

毎月２４日はふくしま読書の日です。本に親しみましょう！ 

～新サービスについて～ 

印は休館日 １月 2４日（火）～３１日(火)システム更新のため臨時休館 

貸出２倍キャンペーンのお知らせ 

詳細は後日お知らせします。 



『茶席の和菓子帖』 

千 和加子 監修 

世界文化社（791－チヤセ） 

季節感が求められる茶席の

菓子は、四季の情景を色・形・

味で表現しています。武者小路

千家の家元夫人が、春夏秋冬

で様々に姿を変える和菓子に

ついて綴ります。 

茶席でのいただき方や盛り

付け方のコツも伝授します。 

 

 

試験に出る現代思想 

斎藤 哲也 著／NHK出版（133－サイト） 

花札を初めてやる人の本 

大石天狗堂 監修／つちや書店（７９７－ハナフ） 

中世イングランドの日常生活 

トニ・マウント 著 龍 和子 訳／原書房（２３３－マウン） 

有吉佐和子の本棚 

有吉 佐和子 著／河出書房新社（９１０．２ーアリヨ） 

図説徳川家康と家臣団 

小川 雄・柴 裕之 編著／戎光祥出版（２８９－トクガ） 

奇跡を蒔くひと 

五十嵐 貴久 著／光文社（Ｆ－イガラ） 

次世代分散型自律組織DAOがよくわかる本 

松村 雄太 著／秀和システム（３３５－マツム） 

悪と無垢 

一木 けい 著／ＫＡＤＯＫＡＷＡ（Ｆ－イチキ） 

60分でわかる！インボイス＆消費税超入門 

土屋 裕昭 著／技術評論社（３３６－ツチヤ） 

光のとこにいてね 

一穂 ミチ 著／文藝春秋（Ｆ－イチホ） 

“私”が生きやすくなるための同意 

遠藤 研一郎 著／WAVE出版（３６１－エンド） 

天下大乱 

伊東 潤 著／朝日新聞出版（Ｆ－イトウ） 

「空の科学」が一冊でまるごとわかる 

白鳥 敬 著／ベレ出版（４５１－シラト） 

春いちばん 

玉岡 かおる 著／家の光協会（Ｆ－タマオ） 

「気づき」のがん患者学 

古川 雅子 著／NHK出版（４９４－フルカ） 

魔物が書いた理屈っぽいラヴレター 

林 泰広 著／光文社（F－ハヤシ） 

抹茶のおやつ100 

福田 淳子 著／光文社（５９６－フクダ） 

相続人はいっしょに暮らしてください 

桜井 美奈 著／祥伝社（P F－サクラ） 

肉完全バイブル 

高良 康之 監修／ナツメ社（６４８－ニクカ） 

殺しへのライン 

アンソニー・ホロヴィッツ 著／東京創元社（P ９３３－ホロビ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

『短歌の詰め合わせ』 

  東 直子 文 若井 麻奈美 絵 

アリス館（９１１．１－ヒガシ） 

食べ物や家族、自然など８つ

のテーマから多様な短歌を取り

上げ、その魅力を語ります。基

礎知識や技法、歴史と変遷もわ

かりやすく解説。優しいイラスト

も相まって、短歌が身近に感じ

られます。心に寄り添う１首を見

つけてみませんか。 

『眠れる美しい生き物』 

関口 雄祐 著 

エクスナレッジ（４８１－セキグ） 

ヤマネは気温が２０度あって

も冬眠してしまう、マッコウクジ

ラは垂直に眠る、脳のないクラ

ゲも実は眠っているなど。生き

物たちの知られざる睡眠の秘密

を写真と共に紹介します。可愛

らしく貴重な寝姿は必見です。 

澁澤龍彦は家に対して大変なこだわりがあり、初めは土地柄を活かした石造り、煉瓦造

りの城や僧院のような家を建てる予定でしたが、予算の都合で断念しました。代わりに「南

京下見」と呼ばれる板を横に重ねて貼ってペンキを塗った外壁工法を取り入れました。明

治以降に欧米から入ってきた工法で、当時個人住宅にはほとんど採用されることがなかっ

たそうです。また他にも、流行にのらない、華美にしない、食事や衛生のための諸設備は

最新の便利なものなど細かな取り決めがあったと妻・龍子が語っています。そして、白壁

にペパーミントグリーンの南京下見、アーチ形にくりぬかれた入口、鉄製の飾りが付いた

木の扉といった澁澤の美意識がつまった家が完成しました。 

参考文献：『作家の家』コロナ・ブックス編集部 編／平凡社 （９１０．２-サツカ） 

『澁澤龍彦との日々』澁澤 龍子 著／白水社 （９１０．２-シブサ） 

 

家 
『夢探偵フロイト』 

内藤 了 著 

    小学館（ＰＦ－ナイト）  

ネットで噂の「見ると死ぬ悪

夢」を見たという相談メールが、

私立未来世紀大学夢科学研究

所に届く。調査に乗り出すメンバ

ーだが、夢の再現映像を見た相

談者と連絡が途絶えてしまい

…。 

スリリングな夜を過ごせる１冊

です。 

『世界から消えゆく場所』 

トラビス・エルボラフ マーティン・ブラウン 著 湊 麻里 訳 

日経ナショナルジオグラフィック社（２９０－エルボ） 

水の都として有名な都市、ベネチア。しかし今後３０年以内に地盤が沈下し、

人が住めなくなると言われています。世界には消滅寸前の場所が、実は多く存

在します。布団の中で、消えゆく場所に思いを馳せてはいかがでしょう？ 

 

眠れないな

ら起きて夜

を楽しむの

も一興！ 

まさかあの場所もそうだなんて！ 

疲れた日は

甘いお菓子

を… 

気持ち良さそう

な寝姿に癒され

ます。 

五七五七七が

自然と思い浮

かぶかも？ 

ふとんの中で読みたい本 ～本の世界をじっくり堪能～ 

 


