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☆今月のおすすめ☆

『ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」』
ウスビ・サコ／著 世界思想社 （361.5）
著者は、マリ共和国出身。2002 年に日本国籍を取得、2018 年に
京都精華大学の学長に就任し、アフリカ系として初めて日本の大
学の学長に就任したことで話題を集めました。本書は日本在住 30
年にわたるサコ先生による、「日本人論」です。
日本人の「あたりまえ」は、外国人である著者にはとても難解。
自宅でどんちゃん騒ぎをし、ご近所さんに「にぎやかでよろしいね」
と言われて喜んでいたら、警察を呼ばれてしまった。友人宅を、ト
イレ用のスリッパのままうろうろしてしまった。「なんでやねん！」と
時おり差しはさまれるツッコミに笑いつつも、曖昧な「空気」の中
で物事を進めていく日本人に対して、それが「むしろ人間関係を冷
淡にしている」等、核心をついた指摘にドキッとさせられます。
豊かな社会とは、多様性のある社会。今の日本は国籍だけで
なく、性別、年齢、障害の有無など、人と人を阻む壁がまだまだあ
ります。自分の「あたりまえ」を一旦置いて、目の前の相手と対話
の中で学びあえば、もっと楽しい社会になりますよ。サコ先生は
ユーモアたっぷりに、私たちにそう提案してくれています。（た）
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『ボクもたまにはがんになる』
三谷幸喜／著 幻冬舎 （494.96）
50 代の働き盛りに前立腺がん
が発覚。大河ドラマの執筆も控
えていた脚本家が、信頼できる
主治医と出会い、全く不安を感

あたらしく図書館に入ってきたものから、
注目の本をピックアップしてご紹介します。

じずに手術を受けた。術後 5 年、
がんのイメージを変えるべく、
マジメに明るく、縦横無尽に語

『いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経』

り合う。

伊藤比呂美／著 朝日新聞出版 （183.04）

『贔屓贔屓』
古典新訳に定評のある詩人によ

ヨシダナギ／著 幻冬舎 （740.21）

る、暮らしに結びついたお経の
現代語訳と、自然を見つめる明る

大好きなアフリカ人を追いかけ

いまなざし、「生きる」ことへのや

ていたら、フォトグラファーに

わらかな希望のある極上エッセ

なっていた。サヨリの尻尾、コン

イを収録。

クリート・モルタル、使い込まれ
た 白 、目 の フォル ム 、少 数 民
族・先住民など、著者が美しい

『少女たちの戦争』
中央公論新社／編 中央公論新社 （210.75）
若い兵士に言えなかった「サヨ
ナラ」の一言、東京大空襲の翌
日に食べた<最後の昼餐>…。
瀬戸内寂聴から佐野洋子まで、
太平洋戦争開戦時に 20 歳未満
だった女性たち 27 名が、非常
時の日常を綴る。

と思うものについて語る、偏愛
エッセイ。

『塞王の楯』
今村翔吾／著 集英社 （913.6 ｲﾏ）
決して破られない石垣を造ろう
とする石工の匡介。しかし、そこ
に立ちふさがるのは、どんな守
りも打ち破るという彦九郎の砲。
大津城を舞台に、信念をかけた
職人の対決が幕を開ける。

『クジラのおなかに入ったら』
松田純佳／著 ナツメ社 （489.6）

『滋賀の暮らしと食』
滋賀の食事文化研究会／編

クジラの胃の内容物からわか

おうみ学術出版会 （S 383.81）

る海の不思議とは。函館を拠
点にストランディング調査(打

ほぼ地産地消で実践されてい

ち上げられたクジラの調査)を

た昭和 30 年代の暮らしと食に

行い、専門の調査機関を設立

ついて、滋賀県内 8 地域で聞き

した著者の歩みを、数々の事

取り調査を実施。そこから浮か

件や研究の苦労、恩師らとの

び上がってきた、環境共存型の

関わりを通して紹介する。

伝統的な暮らしと食のスタイル
を紹介する。
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タイトル
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出版社

007.63

Windows 11 最新活用ガイド

日経 PC21／編

日経 BP

019.9

ここに物語が

梨木 香歩／著

新潮社

041

立花隆の最終講義

立花 隆／著

文藝春秋

070.21

ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと

森 達也／著

集英社

188.72

私の親鸞 －孤独に寄りそうひとー

五木 寛之／著

新潮社

210.42

頼朝と義時 －武家政権の誕生ー

呉座 勇一／著

講談社

234.07

アウシュヴィッツ生還者からあなたへ

リリアナ・セグレ／著

岩波書店

289.3 ｿﾙ

私のいない部屋

レベッカ・ソルニット／著

左右社

316.82

ウイグル大虐殺からの生還

グルバハール・ハイティワジ／著

河出書房新社

333.82

わたしは「セロ弾きのゴーシュ」

中村 哲／著

NHK 出版

366.3

ハラスメント言いかえ事典

山藤 祐子／監修

朝日新聞出版

367.22

私は男でフェミニストです

チェ スンボム／著

世界思想社

367.99

やらねばならぬと思いつつ －<超初級>性教育サポート BOOKー

シオリーヌ／著

ハガツサブックス

379.9

山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る

山中 伸弥／著

講談社

386

図説クリスマス全史ー起源・慣習から世界の祝祭となるまでー

タラ・ムーア／著

原書房

429.6

宇宙はなぜ物質でできているのか

小林 誠／編著

集英社

452.96

南極の氷に何が起きているか

杉山 慎／著

中央公論新社

467.5

進化の技法 ー転用と盗用と争いの 40 億年ー

ニール・シュービン／著

みすず書房

488.45

ドードーをめぐる堂々めぐり

川端 裕人／著

岩波書店

518.87

私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか

木村 駿／著

日経 BP

596.9

七厘の本 ー感動するほど楽しい!ー

坂口 一真／著

スタジオタッククリエイティブ

675.3

世界「失敗」製品図鑑

荒木 博行／著

日経 BP

699.64

筑紫哲也『NEWS23』とその時代

金平 茂紀／著

講談社

726.6

クリスタルを描く

M.B.ゴフスタイン／作

平凡社

753.21

志村ふくみ染めと織り

志村 ふくみ／著

求龍堂

779.14

我が家は前からソーシャル・ディスタンス

綾小路 きみまろ／著

マキノ出版

786

焚き火のすべて ービジュアル版ー

阪口 克／文・写真

草思社

804

だんまり、つぶやき、語らい ーじぶんをひらくことばー

鷲田 清一／著

講談社

913.6 ﾂｼ

闇祓（やみはら）

辻村 深月／著

KADOKAWA

913.6 ﾎﾝ

フェイクフィクション

誉田 哲也／著

集英社

913.6 ﾏﾁ

星を掬う

町田 そのこ／著

中央公論新社

914.6 ｵｶ

遠慮深いうたた寝

小川 洋子／著

河出書房新社

934.7 ｵｳ

全体主義の誘惑 ーオーウェル評論選ー

ジョージ・オーウェル／著

中央公論新社

969.3 ｺｴ

弓を引く人

パウロ・コエーリョ／著

KADOKAWA

お知らせ
野洲図書館では昨年度に引き続き、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金」を活用し、読書環境の充実を図る「図書館パワーアップ事業」を順次実施しています。
●健康情報や労働支援情報、おうち時間を充実させるための本の充実
●子ども向け大活字本、布絵本の購入
●外国語資料の充実
●市内中学校全クラスに学級文庫用セットを準備、配本（来年度から）
皆様の自宅時間の充実に、これらの資料をどうぞお役立てください。

令和 3 年 12 月 29 日（水）
～令和 4 年 1 月 3 日（月）
上記の期間、本館・中主分館ともに休館しま

日時：令和 4 年 1 月 28 日（金）
午後 7 時～9 時
場所：野洲図書館本館ホール

す。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いい

どなたでも傍聴していただけます。

たします。

お気軽にお越しください。

メールアドレス/パスワードをご登録ください！
図書館ホームページや館内端末よりメールアドレス、パスワー
ドをご登録いただくと、ホームページや館内端末より下記の機
能が使えるようになります。
◆自分で予約ができる！
◆借りている本・予約の本の確認ができる！
◆貸出期限の延長の手続きができる！
◆予約連絡や返却のお知らせをメールで受け取れる！
※下記アドレスを受信できるよう、アカウントの設定をお願いします。
↓↓↓図書館からの送信専用メールアドレス↓↓↓

yasu-library@info-a.lics-saas.nexs-service.jp

野洲市の図書館のご案内
野洲図書館（本館）
〒520-2315 野洲市辻町 410 番地
TEL 077-586-0218
FAX 077-587-5976
開館時間：火～日：10：00-18：00
野洲図書館中主分館（北部合同庁舎内）
〒520-2423 野洲市西河原 2400 番地
TEL/ FAX 077-589-3382
開館時間：火～日：10：00-17：15
ホームページ

＜つれづれノート＞おせち料理の伊達巻が好きです。お店には早く
から並びだすので、フライングして買おうかなと思うことしばしば。
し か し 季 節 感 を 大 事 にす る 家 族 の 、「え っ まだ お 正 月 じ ゃな い の
に!?」の言葉に、そうだよね…と手をひっこめてきた私。ところが先
日、お弁当にもう田作りをいれてる同僚が!とても勇気づけられま
した。いいじゃないか年末に食べても にんげんだもの（た）

図書 館の最新 情報 、本の検 索、
利 用 状 況 の確 認 など、いろいろ
便利にお使いいただけます！

