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感動的に美しい写真は、まるで読むプラネタリウム。月の満ち欠け、桜満

開の夜空、たそがれ時の一番星…。天体ガイドだけでは知ることのできな

い奇跡の一瞬を、美しい写真とともに綴る。

『星空の歩き方
～夜空に秘められた物語を探す、とっておきのヒント～』

著　者：林 完次　　　
講談社　2009.8
請求記号：443ハ
★中央・高円寺・阿佐谷　他３館所蔵

美しく豊かな日本の淡水の世界へ。薄氷、水浅葱、鰯雲、霜柱…。われわ

れ日本人は、古くから水のある風景を美しい言葉で表現してきた。そんな

「水の名前」を、季語を中心に選び、写真とともに解説する。

写真・文：内山 りゅう
平凡社　2007.2
請求記号：452ウ
★中央・永福・柿木　他７館所蔵

水のある星にだけ、光は虹となって姿をあらわす-。ハワイを中心に、ミ

クロネシア、ニュージーランド、パラオ、日本、ケニアなど、世界各地の

美しい虹の写真を収録。

著　者：高砂 淳二
小学館　2008.6
請求記号：748タ 
★中央・成田所蔵
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たとえば、道ばたに咲いている花や草
日に当たってキラキラ光る葉っぱ
山に登ったときの澄んだ空気
気付けばすぐ身近に。
あなたは自然と触れ合っていますか？

展示期間：４/６(金)～５/７(月)
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『虹の星 』
     

『水の名前』

自然と触れあう
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石井桃子と世界の絵本作家

展示期間：３/２（金)～５/７(月)

『ビロードのうさぎ』 

原作：マージェリィ・W.ビアンコ
絵・抄訳 ：酒井 駒子
ブロンズ新社　2007.4
請求記号：ＥＲ（絵本赤ラベル）
★中央・永福・柿木　他11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。

子どもに心から大切に、大事に思われたおもちゃは、本物になることがで

きる。おもちゃのうさぎは、ぼうやと毎日いっしょでしあわせだった。と

ころがある日…。世界的な名作を酒井駒子の華麗な画により絵本化。

由宇の15歳の誕生日の前日、父親が「X-01」と言い残して急死。黒ず

くめの男たちが「X-01」を求めてやってきた。一方、ラタの住む永依の

国は滅亡の危機を迎えていた-。運命に翻弄される由宇とラタ、2人の魂

の物語。

児童・ＹＡコーナー
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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。

『いま、この本　2017‐2018』

『X-01　1』 

著者：あさの あつこ
　画：田中 達之
講談社　2016.9
★中央・高円寺・宮前　他７館所蔵

ＥＲ
児童



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：４／６(金)～５／７(月)

ちょうちょが飛ぶとき、鳩時計が12時を告げるとき、猫が動き出すと

き、角砂糖が紅茶に溶けるとき、そして少女に呼びかけるとき。時が

止まる瞬間を描く美しい絵本。見返しに奥付あり。

『まばたき』

作：穂村 弘

絵：酒井 駒子

岩崎書店　 2014.11

請求記号：726サ

★中央・永福・柿木　他９館所蔵

新刊ピックアップnew

一般・新書
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字が読めるようになった時、絵本を読むのをやめてしまったとしたら、
そんなもったいないことはありません。画力あふれる絵、行間を読ませ
る言葉、そんな絵本がたくさんあります。さあ、絵本を手にとってみま
せんか？

気持ちの良いそよ風が吹く5月、リタ・アン号は航海が順調に進む

なか、なぜか今まで知られていなかった島に上陸し、光を発する不

思議な石を発見する。船員たちはその石に夢中になり、やがて恐ろ

しい変化にみまわれた…。

『いまいましい石』

 絵と文：C.V.オールズバーグ

　　訳：村上 春樹

河出書房新社　2003.11

請求記号：726オ

★中央・永福・高円寺　他６館所蔵

一般
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絵本の中の魔法つかいの女の子のように空を飛びたいサラは、ホーキ

にララと名前をつけて、空を飛ぶ真似をしています。「飛びたくなった

ら飛んでみて」とサラがつぶやくと、ララはサラを乗せて宙に浮き…。

『ホーキのララ』

『その情報、本当ですか?
　　　～ネット時代のニュースの読み解き方～』

作：沢木 耕太郎

絵：貴納 大輔

講談社　2013.4

請求記号：ＥＣ

★中央・永福・柿木　他８館所蔵

ネットやテレビの膨大な情報から「真実」を読み取るにはどうす

ればよいのか。テレビ報道に長年携わってきた著者が、自身の経

験を交えて「事実」「真実」とは何かを考え、ニュース・情報を

読み解く力をつける大切さを伝える。

著者：塚田 祐之

岩波書店 2018.2

請求記号：Ａ（岩波ジュニア新書）

★中央・永福・柿木　他８館所蔵

ＥＣ
児童
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絵本に年齢は
　　書いてありません

岩波ジュニア新書
８６６



ー６ー

催し物ご案内４中央図書館

講演会／講座

５月１２日

（土）

子ども読書の日記念講演会＆交流会

富安陽子の「読書の部屋」

　　　　～妖怪とのつきあい方教えます～

時間：午後2時～4時（開場：午後1時30分）

場所 ：地下視聴覚ホール

対象・定員：小学生～高校生　80名（小学生付添いの保護者も可）

申込方法：4月15日（日）から電話(03-3391-5754) または 

  直接、中央図書館へお申込みください。

  その際に名前と年齢区分（小学生低学年・小学生高学 

  年・中学生・高校生・小学生付添いの保護者）を伺い 

  ます。

　講師：富安陽子さん（児童文学作家）
 「まゆとおに」、「やまんばあさん」シリーズや「ムジナ探偵局」シリーズで 

 おなじみの児童文学作家・富安陽子さんの講演会＆交流会です。

【第一部】講演会『妖怪とのつきあい方教えます』

 やまんば・きつね・かっぱ等、ゆかいな妖怪たちが数多く登場する作品につい 

 てのお話を中心に、読書を楽しむためのとっておきのお話をしてくれます。

【第二部】交流会『富安陽子さんに質問してみよう！』

 「どうしたら本と友達になれるの？」「どうしたら作家になれるの？」「読書 

 感想文を書くコツを教えて！」など、みんなの質問に富安さんが答えてくれま 

 す。たくさんの質問を考えてきてね。

ー７ー

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

★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　４

★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   24 25 26 27 28

29 30 ・ ・ ・ ・ ・

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

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

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

新しい年度が始まりますね。
いろんなことにチャレンジしてみるのもいいかも

杉並区立中央図書館の

おはなし会

今月のえいごおはなし会はお休みです。

毎月第２日曜日　午前１０時３０分～
場所：地下視聴覚ホール
ボランティアによる、えいごでの絵本の
読み聞かせや手遊びなどをいたします。

★えいごおはなし会


