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一般特集　新生活をはじめよう
　　　　　　　いま、この本
　　　　　　　石井桃子と世界の絵本作家
YA特集　　ボードゲームをはじめよう
 　　  新刊ピックアップ
3月の催し物・図書館からのお知らせ



食べ切れなかった分も余った材料も、バリエーションレシピでムダが出な

いから大丈夫。楽しく作れてからだにやさしい140のレシピを掲載。ひと

りごはんのコツも紹介します。

『からだにうれしい、ひとり暮らしの簡単ごはん』

著　者：渡部 明日香　渡部 和泉　　　　
アスペクト　2010.6
請求記号：596ワ
★中央のみ所蔵

身だしなみから、来客や訪問時のマナー、電話対応、ビジネス文書、冠婚

葬祭、接待マナーまで、社会人に必要なビジネスマナーの基本を、イラス

トでわかりやすく解説。社会人としての心構え、知っておきたいビジネス

用語も収録。

著　者：寿 マリコ
ミネルヴァ書房　2017.7
請求記号：336コ
★中央・高円寺所蔵

日照・騒音・ゴミ・境界・ペット・マンション・人権侵害など、隣り近所

をめぐるさまざまな問題に、 Q&A形式でわかりやすく解答。紛争の解決

手続きから書式、相談先まで、役立つ法的知識が満載。

自由国民社　2017.9
請求記号：324シ 
★中央・永福・宮前　他１館所蔵

324
シ

一般

一般

596
ワ

いよいよ春が近づいてきました！春は新しい始まりを予感させる季
節です。進学・就職する人、新たな土地で暮らし始める人、何か趣
味や勉強を始めようとしている人、そんな人たちに向けたおすすめ
の本をご紹介します。

展示期間：３/２(金)～４/４(水)
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336
コ

一般

『隣り近所の法律知識』
       ～相隣関係、生活環境、近所づきあいの紛争に～　

『新社会人のためのビジネスマナー講座』

新生活を始めよう新生活を始めよう

ー3ー

一般

910
28イ

石井桃子と世界の絵本作家

展示期間：３/２（金)～５/７(月)

『石井桃子のことば』 

著　者：中川 李枝子　松居 直
            松岡 享子　若菜 晃子ほか著
新潮社　2014.5
請求記号：910.28イ
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

日本の児童文学発展の基礎を築いた石井桃子さんと世界
の絵本作家このテーマで資料展示を実施しています。

戦後の児童文学の立役者であり、自立した女性のさきがけでもあった

石井桃子の人生と仕事をビジュアルに案内。子どもと、かつて子ども

だった大人に数多くの示唆と勇気を与える、彼女の「ことば」を紹介

する。

中学生や高校生になった時、
突然どんな本を読んでいいか、わからなくなったりしま
せんでしたか？
もちろん、大人になっても、
本選びに迷うことはあるでしょう。
そんな時、このブックリストの中の本を手にとってくだ
さい。

中学生・高校生世代に紹介したい本を、
“いま”を感じる、幅広いジャンルから中央図書館員が
選びました。

みなさんがすばらしい本と出会える
お役に立てるといいな、という思いをこめて
『いま、この本』をお届けします。

『いま、この本　2017‐2018』



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：３／２(金)～４／４(水)

日本の伝承遊びの代表格、双六には長く深い歴史と世界各国との繫が

りがある。世界の双六をはじめ、日本の名所・道中双六、役者・芝居

双六、教育双六等をカラー写真で紹介。子供たちが作ったオリジナル

双六、双六の歴史も収録。

『双六』

文　：吉田 修　山本 正勝

文渓堂　 2004.3

請求記号：790ヨ

★中央・永福・宮前　他５館所蔵

新刊ピックアップnew
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今月２５日に、中高生向けボードゲームイベントを開催します！
それに先立ってボードゲームに関する本を集めました。ボードゲームを
知らない方も、この機会に触れてみてはいかがでしょうか。

ドナルド・トランプ、ジョージ・ソロス…。世界の大富豪はみんな

モノポリーで天才的投資感覚を身につけた?! 世界No.1ボードゲー

ムに学ぶ“チャンスを切り拓く思考”。投資やお金のさまざまな法

則を解説する。

『投資とお金の大事なことはモノポリーに学べ!  』

 著者：フィリップ・E.オルベーンズ

訳　：千葉 敏生

日本実業出版社　2013.12

請求記号：338オ

★中央のみ所蔵

一般

338
オ

一般

798
ニ

ルールのシンプルさとは裏腹に、サイコロを使った偶然性が生むスリ

リングなゲームであるバックギャモンの、初心者から中級者向けの公

式ガイドブック。「AIとバックギャモン」を追加した改訂新版。

『バックギャモン・ブック』

『逆境を乗り越える50のヒント』
　

著　者：望月 正行　景山 充人　桑門 昌太郎

河出書房新社　2017.4

請求記号：798ニ

★中央・高円寺・宮前　他４所蔵

悩んだ分だけ、人は強くなれる! 「相談できる大人」をもつ、適度

に休む、日記を書く…。成績の伸び悩み、友だちとのケンカなど、

10代で直面する壁や苦悩を突破するためのヒントを紹介する。

著　者　植西 聰

PHP研究所 2018.２

請求記号：150ウ

★中央・柿木・阿佐谷　他１館所蔵

150
ウ

児童

790
ヨ

児童

ボードゲームを

はじめよう
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月の

催し物ご案内３
杉並区立

中央図書館

３月４日

（日）

時間：午後２時～午後３時３０分(開場：午後１時30分)

会場：地下視聴覚ホール

定員：80名

※事前申し込み受付は終了しました

『子どもに本をー石井桃子の挑戦３「かつら文庫」』

昔話や創作の語り
主催・問い合わせ先：マザーグースの会・林　電話03-3393-2389
後援：杉並区教育委員会

３月３日

（土）

時間：午前１０時～午前１１時３０分(開場：午前9時４０分)

会場：地下視聴覚ホール

対象：高校生以上　

定員：６0名

申込不要。直接会場へおこしください。

「大人のためのおはなし会」

●『子どもに本をー石井桃子の挑戦１「ノンちゃん牧場」』　2015年日本

石井さんは友人たちと「ノンちゃん牧場」を開墾し、後の活動の原動力となる。

（上映時間　35分）

●『子どもに本をー石井桃子の挑戦２「子どもと文学」』　2015年日本

欧米を視察した石井さんは、「日本でも児童図書館をこのように充実させよう！」

と決心する。（上映時間　49分）

３月３日

（土）
時間：午後２時～午後３時２５分(開場：午後１時３０分)

会場：地下視聴覚ホール

定員：５0名(当日先着順)

対象：どなたでも　

申込不要。直接会場へおこしください。上映途中の出入り自由。

一般映画会「子どもに本をー石井桃子の挑戦１・２」

～映画上映と映画監督講演会～

石井桃子生誕 110 周年・かつら文庫 60 周年記念企画

ー７ー

図書館でボードゲームをやりませんか？中央大学杉並高等学校ご協力
のもと、ボードゲームイベントを開催します。ルールがわからなくて
も大丈夫！たくさんのご参加をお待ちしています。

３月２５日

（日）

時間：午後１時～午後４時

会場：地下視聴覚ホール

対象：中学生・高校生（小学４年生以上）

定員：20名

申し込み不要.。直接会場へおこしください。

「ボードゲームをやってみよう！」
中高生向け

期間：３月３日(土)～５月７日（月）
場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

「クマのプーさん」などの翻訳や児童文学の創作を

行い、日本の児童文学普及に貢献するとともに、自

宅に「かつら文庫」を開設し、家庭文庫普及の先駆

けとしても活躍された石井桃子さん。

自筆サインや写真パネル、貴重な著作などを展示し

ます。

企画
展示の
お知らせ

子どもに本を 「石井桃子」 の世界

待ってるよ！

★その他、児童向けイベントの詳細は「なかよしつうしん」をご覧ください



月の予定　3

★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。

赤ちゃん

おはなし会

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

おはなし会

映画・講演会

おはなし会

おはなし会

ボードゲーム

おはなし会

一般映画会

おはなし会 こども映画会

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

大人のための
おはなし会

えいごおはなし会

おはなし会

★児童向けイベントの詳細は「なかよしつうしん」をご覧ください

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

中高生向けボードゲームイベントを開催します！
詳しくは７ページをご覧ください。

杉並区立中央図書館の


