
杉並区立中央図書館
杉並区荻窪3-40-23　℡03-3391-5754
https://www.library.city.suginami.tokyo.jp/

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００

2017.12

suginami図  館 
だ　り

　　
一般特集　犬を読む
　　　　　　　杉並区障害者週間
YA特集　  椋鳩十
 　　  新刊ピックアップ
１２月の催し物・図書館からのお知らせ

　　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

・・・・３
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
・・・・・・・・・・・・・・６・７

よ



羊毛や犬毛、いわゆる原毛と不思議な針だけで気軽に作れる「フリースドッグ」。

ラブラドール、ダックスフンド、柴犬…20種類のフリースドッグを掲載し、作

り方も紹介する。

『フリースドッグ
　　原毛と不思議な針だけで作る小さな犬』

著　者：SINCO　　　　
文化出版局　2004.7
請求記号：594.9シ
★中央・柿木所蔵

警察犬に合格した初めての和犬、二葉は、和犬のなかでも警察犬には向か

ないといわれた種類の柴犬。警察犬試験での2回の失敗、初出動の苦い経

験…。二葉が捜索活動に携わるまでの道のりを描く。

『「二葉」物語 はじめての柴犬警察犬』

著　者：秋山 みつ子
メディアファクトリー　2012.7
請求記号：317ア
★中央所蔵

うちの犬は世界一かわいい。でも実はちっとも言うことを聞いてくれない…。そ

の原因は、あなたの犬への間違った接し方のせいかも。「人と犬の相性テスト」

で、あなたと犬が幸せに暮らす究極の方法を伝授。

著　者：福島 寛
ダイヤモンド社　2007.9
請求記号：645フ
★中央所蔵

645
フ

一般

594
9シ

一般

2018年は「戌年」。
犬が登場する物語やエッセイ、介助犬など社会で活躍する犬、飼い
方や写真集、歴史など、様々な分野から「犬」の本をご紹介します
。

展示期間：１２/８(金)～１２/３０(土)
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317
ア

一般

『あなたと犬の相性がわかる本』

‟　　” を読む

生誕 150 年「ビクトリアス・ポター」と絵本
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『さらさらさん』 

著　者：大野 更紗
ポプラ社 　2013.3
請求記号：914.7オオ
★中央・柿木・宮前　他2館所蔵

一般

914
7オオ

一般

930
28ホ

自己免疫疾患系の難病を発症し、その体験を綴った「困ってる

ひと」でデビューした大野更紗。難病と向き合いながら挑んだ

エッセイと、糸井重里、古市憲寿、重松清、石井光太らとの対

談を収録する。

11月27日から12月3日は杉並区障害者週間です。
杉並区立中央図書館ではこのテーマで資料展示を実施しています。

「ピーターラビット」の生みの親として知られるイギリスの絵本作家、
ビアトリクス・ポター。子どもだけでなく大人が読んでも楽しめる絵本や本を
集めてみました。

杉並区障害者週間

展示期間：１２/８（金)～１/６(土)

『ピーターラビットの世界へ
　　　ビアトリクス・ポターのすべて』 

著　者：河野 芳英
河出書房新社　2016.8
請求記号：930.28ホ
★中央・永福・柿木　他5所蔵

ビアトリクス・ポター生誕150周年を記念して刊行された、ピーター

ラビットの誕生秘話、知られざる謎に迫る一冊。ビアトリクスの人生

や業績をわかりやすく解説する。初公開のイラストも多数収録。

生誕 150 年「ビアトリクス・ポター」と絵本



10代の読者(ヤング・アダルト）に向

けて、中央図書館では毎月テーマを決

めてオススメ本を紹介しているよ！

YA棚も、ぜひぜひ見てみてね

展示期間：１２／８(金)～１２／３０(土)

身動きひとつせず、大事にたまごを抱いているおかあさんキジ。そこ

へ、2羽のカラスがたまごを盗もうと狙ってきて…。おそろしい敵から

命がけで子どもたちを守る、おかあさんキジの物語。

『はらっぱのおはなし』

著　者：椋 鳩十

PHP研究所　 2009.８

請求記号：913ム

★中央・高円寺・宮前　他7館所蔵

913
ム

児童

新刊ピックアップnew
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児童文学作家の椋鳩十が亡くなって今年で30年です。
小学校の国語の教科書で「大造じいさんとガン」を読んだ記憶のある方
も多いと思います。椋鳩十の世界をご紹介します。

没後30年椋鳩十没後30年椋鳩十

動物・児童文学者として知られる椋鳩十氏のざっくばらんな語り口

を通して、その骨太な生き方を追跡したユニークな「聞き書き」集

成。「聞き書き・椋鳩十のすべて」(明治図書 昭和58年刊)の改題。

『<動物のものがたり>をつくった椋鳩十』

著　者　本村 寿一郎

ゆまに書房　1998.6

請求記号：909シ

★中央・高円寺・宮前　他1館所蔵

一般

909
シ

ある沼地にあつまるガンの頭領「残雪」のせいで、ガンを獲れなくな

ってしまった大造じいさん。その年、大造じいさんは特別な方法を試

すことに…。表題作ほか、大自然を背景にくりひろげられる椋鳩十の

名作を全7話収録。

『大造じいさんとガン』椋鳩十名作選１　　

著　者：椋 鳩十

理論社　2010.５

請求記号：913.ム

★中央・永福・高円寺　他7館所蔵

町の大通りから少し離れた小高い場所に、小さな風つくり工場が

あります。そこでは町のねこたちが、つぎの日に町にふく風をつ

くっています。おてんばなねこのいたずらの話や、資格試験のた

めにがんばる犬の話など3話を収録。

『まるタンクとパイプのひみつ  』

著　者　みずの よしえ

偕成社　2017.11

請求記号：913ミ

★中央・永福・高円寺　他８館所蔵

913
ミ

児童

913
ム

児童
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月の

催し物ご案内１２杉並区立

中央図書館

１２月２日

（土）
『愛を積むひと』

時間：午後２時～４時１０分

開場：午後１時３０分

場所：地下視聴覚ホール　

定員：６０名

【監督】朝原雄三【主演】佐藤浩市/樋口可南子　ほか

都会から北海道に移り住むことにした夫婦。妻は夫に石塀作りを頼むが病でこ

の世を去ってしまう。悲しみにくれる夫のもとに届く、亡き妻から手紙。

それが彼を新たな人生へと導いていく。北海道を舞台にした新たな感動作。

(2015年　日本）

バリアフリー映画会

「お正月かざりをつくろう」
１２月１６日

（土）
時間：午前１０時～１２時　

場所：児童資料室

対象：幼児～小学生　定員：20名

わらをつかってしめかざりをつくります。材料は図書館で準備します。

※事前の申込が必要です（12/1より、電話または直接中央図書館へ）

科学あそびの会

※事前の申し込みが必要です。

電話（03-3391-5754）ファックス（03-3391-7803）

または、直接中央図書館へお申込み下さい。

１６ミリ映画会
１２月１７日

（日）

没後３０年 『椋鳩十』

時間：午後２時～２時４０分

開場：午後１時３０分

場所：地下視聴覚ホール

定員：５０名（申し込み不要。直接会場へお越しください。）

大造じいさんとガン（1995年　日本）／むくはとじゅうの名犬物語（1997年　日本）

※上映途中の出入りは自由です。

☆バリアフリー映画とは

聴覚や視覚に不自由のある方や高齢者の

方でも一緒に楽しめるように、字幕や音

声解説が付いた映画のことです。
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期間：１２月９日(土)～平成３０年１月２０日（土）
場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

杉並区在住のオーディオ評論家・菅野沖彦氏（昭和７年生まれ）は、録
音制作家としても活躍を極め、その実績は高く評価されています。菅野
氏の著書をはじめ、録音したレコード等の視聴覚資料、写真や蓄音機な
どを展示します。また、菅野氏が録音した音源を試聴できるコーナーも
ございます。

企画
展示の
お知らせ

１月１４日

（日）
講師：江崎 友淑（オクタヴィア・レコード代表取締役）

時間：午後２時～午後３時３０分

会場：地下視聴覚ホール

対象：小学生から一般まで　定員：６０名

～菅野沖彦の人間像に迫る～

「菅野録音の神髄」
講演会

※事前の申込が必要です（12/１５より、電話または直接中央図書館へ）

１２月２４日

（日）

時間：午後２時～４時20分　開場：午後1時30分

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～中学生とその保護者　

定員：50名（申し込み不要。直接会場へお越しください。）

「『こねこ』とクリスマス」

映画で世界一周！～ロシア編
親子映画会

１２月２３日

（土・祝日）

クリスマス工作会 『びっくり箱をつくろう♪』

時間：午前11時集合（約４０分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：20名（申し込み不要。直接会場へお越しください。）

箱をあけるとサンタクロースがとびだす、しかけおもちゃを作るよ！

特別展示　音のマエストロ

 『菅野沖彦の世界　～オーディオは技術と芸術の接点に咲く花である～』



月の予定　12

杉並区立中央図書館の

★おはなし会

★あかちゃんタイム

毎週水曜日　午後３時～
毎週日曜日　午後２時３０分～
場所：児童コーナー奥　おはなしの部屋

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００
印のついた日は休館日です
印のついた日は午後５時までです

毎週火曜日午前１０時３０分～正午
場所：児童コーナー
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館を
利用できるよう、図書館スタッフとボランティアがサポート
いたします。あかちゃんのための絵本の選び方など、お気軽
にご相談ください。

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

25 26 27 28 29 30

おはなし会

おはなし会

おはなし会

映画会

おはなし会

おはなし会

おはなし会

おはなし会

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

映画会

科学
あそびの会

バリアフリー
映画会

24
31

お子様向け、冬の読書チャレンジ（12/１～ 12/30）
やってます！本を借りてシールを集めよう !!

おはなし会
えいごおはなし会

工作会

★１２/３１( 日）～１/４( 木）は休館いたします★

毎月第２日曜日　午前１０時３０分～
場所：地下視聴覚ホール

★えいごおはなし会


