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今月の特集展示「 植物と私たち 」

図書館をもっと楽しく、もっと便利にする図書館だより



「植物は人間がいなくても少しも

構わずに生活するが、人間は植物が

なくては生活のできぬ」と牧野富太郎博士は述べました。まさに衣食

住すべてにおいて私たちは植物の恩恵に浴しています。今月はそんな

植物について、植物学はもとより、人間との関わり、歴史、利用法な

ど書かれた本を集めました。併せて、植物図鑑も展示いたします。

エントランス展示
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今月の特集展示

『食卓を変えた植物学者 世界くだものハンティングの旅』

ダニエル•ストーン／著 三木直子／訳 築地書館

建国から百年経ってもアメリカ合衆国の農産物の種類

は乏しかった。1890~1920年代、政府の役目を負った

一人の植物学者が、世界各地から様々な果物、作物の

種などをアメリカにもたらしました。例えば、レモン、

アボカド、ピスタチオ。ワシントンの桜。富豪の協力

者、華やかな結婚など幸運に恵まれたプラントハン

ターの人生の記録です。

『 有職植物図鑑 』

八條忠基／著 平凡社

『 愛なき世界 』

三浦しをん／著

中央公論新社
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植物と私たち

ミウ
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ほぼ毎週火曜日と金曜日に新刊が届きます。１階に新刊

コーナーもございますのでチェックしてみてください。
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１階新刊コーナー

『おいしい珈琲を

自宅で淹れる本』

富田佐奈栄／著

主婦の友社

『内臓を温める
という提案』

－代謝アップ×免疫力アップ
×血流アップ－

山口勝利／著

井上宏一／監修

アスコム

『 手づくり二十四節気 』

平野恵理子／著 ハーパーコリンズ・ジャパン

ついこの前お正月を迎えたと思ったら 来月はもう新年度。

一年はあっという間に過ぎていきます。本書は立春から大

寒までの二十四節気ごとに その頃にふさわしい手づくり

を紹介し季節を味わってみようという平野流『暦生活』の

ご提案です。さて今頃は 啓蟄。大地が温み緑も芽吹き虫

やカエルが蠢く春に 何を作りましょうか？
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『目で見ることばで
話をさせて』

アン･クレア･レゾット／作

横山和江／訳

岩波書店

『さかさま人生を生きる』

－みなで親しむ
「ブッタ･釈尊の智慧」－

土屋昭之／著

朝日新聞出版
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階段下展示

日本人作家の出身エリアで本を紹介する

地域シリーズが終わり、今度は世界の国々

に展開します。第２弾は中南米！

『ボルヘス怪奇譚集 』

ホルヘ・ルイス・ボルヘス／

アドルフォ・ビオイ=カサーレス／[編]著

柳瀬尚紀／訳 河出書房新社

『地図で見るラテンアメリカハンドブック 』

オリヴィエ・ダベーヌ／フレデリック・ルオー／著

太田佐絵子／訳 オレリー・ボワシエール／地図製作

原書房

世界の国々

中南米編
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書評に掲載された本を紹介します。

貸出中や高井戸図書館に所蔵していない本は

予約することもできます。

『子犬の絵画史 たのしい日本美術』

金子信久／著 講談社

中国や朝鮮を源流とする子犬の絵画は、

江戸時代に日本独自のスタイルが完成され、

近代へと継承されていきました。

丸山応挙のたれ目で笑っているような表情、

長沢蘆雪のゆるやかな輪郭など、選りすぐりの

子犬たちの姿をお楽しみください。
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文庫

２階ホールわき

『くるみ会 思い出』

内容 くるみ会の活動記録

出展 くるみ会

期 間 ３月 ７日（ 火 ）～４月 ２日（ 日 ）

ミニギャラリーは地域の方の趣味や特技の

表現の場で、人の輪を広げ、図書館が交流の

場になることを目的としています。展示を

してみたい方はお気軽にスタッフまで。

１階 YA展示
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『大人になるってどういうこと？』

－みんなで考えよう18歳成人－

神内聡／著書 くもん出版

2022年4月１日から成人年齢が20歳から18歳に切

り替わりました。18歳から大人になるって具体的に

どうゆう事なのでしょうか？意外とわかっていない

様々な疑問を弁護士の著者が絵と文で

分かり易く説明してくれている一冊です。



『 消しゴム はんこで作る いろいろなポチ袋 』

日にち 第１回３月１３日（月）

第２回３月２０日（月）

時 間 両日とも午後１０時から１１時３０分まで

対 象 大人 定 員 ６名（申込順）

※２回とも参加できる方

申 込 ２月２７日（月）から

講 師 田原 悟氏 （造形作家 サン丁目Art-Labo代表）

●イベントの申込みは、お電話かカウンターで受付けています。

●場所の明記をしていない場合は、２階の多目的ホールです。

●詳しくは館内ポスター、図書館ホームページで確認できます。

○「３密」を避けるため、館内の換気、参加人数、人との間隔に

配慮し、イベントを実施します。

【過去の講座】

『スタンプして作る夏のポストカード』

『貼って作るレザーマスコット』

『消しゴムはんこで作る 春のブックカバー』

『消しゴムはんこで作る 夏のポストカード』

『消しゴムはんこの名前スタンプ作り』

新旧館長インタビュー
この度、４月から高井戸図書館の高橋館長が異動になり、館長が交代す

ることになりました。高橋館長はスタッフの頃から数えると１０年以上

も高井戸図書館に勤めていたんだって！この機会に新館長の塚田館長に

もインタビューをしてみました！

高橋館長

塚田新館長

タカどん

Q.高井戸図書館の印象はどうでしたか？

高橋館長（た）スタッフは和気あいあいと働いて

利用者さんとも距離が近くアットホームな館だと

思います。

Q.思い出に残っていることはなんですか？

（た）いろんなスタッフや利用者さん、地域の方や

講師の方々に出会えたことがとても思い出深いです。

タカどんにも出会えたしね^^

Q.一番大変だったことはどんなことですか？

（た）スタッフ時代に男手が１人しか居なくて

団体貸出の際に、本がたくさん詰まった箱を

９０箱以上運んでたことですかね。。

１０年前はできたけど、今は無理ですね～。

Q.これからどんな図書館にしていきたいですか？

塚田館長（つ）利用者さん、お一人おひとりにとって

居心地の良い図書館にしていきたいと思います。

スタッフが いつも頑張ってくれているので心強いです。

Q.好きな作家さんはいますか？

（つ）山崎 豊子さん、池井戸 潤さんです。

お2人ともリアルな描写で話に引き込まれ、

とても面白いです。

高橋館長
長い間本当にありがとうございました！

新しい図書館でもがんばってね！

塚田館長

これからよろしくお願いします！



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

■開館時間

月曜～土曜 午前９時～午後８時

日曜・祝日 午前９時～午後５時

■休館日 （第１月曜・第３木曜）

※祝日と重なった時は、翌日が休館日

■催し物

あかちゃんおはなし会

午前11時 ～ 11時30分

おはなし会 午後３時 ～ ３時30分

イベント 詳細は紙面をご覧ください

■2階ホールの使用状況

【 臨時閲覧席 】（どなたでもご利用できます）

高井戸図書館カレンダー 3月

あかちゃんおはなし会

あかちゃんおはなし会

あかちゃんおはなし会

おはなし会

おはなし会

おはなし会

おはなし会

おはなし会

休館日

閉 室

午前９時～午後５時

午前９時～午後８時

午前９時～ １２時

午後１時～午後８時
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