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一般特集　大人の秘密基地
　　　　　　　いやされる本
　　　　　　　杉並区春の自殺予防月間
YA特集　　恋愛小説、今・昔
 　　  新刊ピックアップ
5月の催し物・図書館からのお知らせ



鉄道建設と車両工作の資金のため小説を書き、時間を見つけては庭園鉄道

のバージョンアップに励む工作少年・森博嗣の日々を、四季折々の庭園写

真とともに、オールカラーで紹介。

『庭園鉄道趣味
　　　鉄道に乗れる庭　Garden Railway Life』

森 博嗣著 
講談社　2008.7
請求記号：759モ

災害から地下街を守る、日本の進化する技術を解説。地下街の成り立ちや

意外と知られていない豆知識、全国のさまざまな地下街の魅力なども紹介

する。全国地下街MAP付き。

廣井 悠，地下街減災研究会著
河出書房新社　2018.3
請求記号：673ﾋ

50代からのセカンドライフをより豊かにする2度目の家づくり「セカン

ドハウス」について、有識者の話を中心に紹介。夫婦2人で過ごす家、隠

れ家のような自分だけの空間など、ゆとりを楽しむための家づくりのヒン

トが満載。

エクスナレッジ　2008.8
請求記号：527.7エ 

527
7エ

保存庫

一般

759
モ

展示期間：５/９(水)～６/６(水)

ー２ー

673
ヒ

一般

『建築家と考えるセカンドハウス』
     

『知られざる地下街
　　　　　　歴史・魅力・防災、ちかあるきのススメ』

大人の秘密基地
自分だけのとっておきの空間や他人にはちょっと教えた

くないお気に入りのお店や場所などなど。そんな誰かの

秘密基地に招待してくれる本を集めました。
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一般

914
7カマ

杉並区春の自殺予防月間

展示期間：５/９（水)～６/６(水)

『自分をすり減らさないための
　　　　　人間関係メンテナンス術』 

深澤 真紀著
光文社　2009.4
請求記号：159フ

5月は「杉並区自殺予防月間」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。

「前向きに」って、疲れませんか? むやみにポジティブに生きても、自分

をすり減らしてしまうだけ。自分の人生のなかで何が大事かを見極め、そ

れ以外のことは淡々とこなして、自分を長持ちさせるための考え方を伝授

します。

遠まわりしたっていい。人生、自分らしく進めばいい-。医療の現場で命

を見つめ続けてきた著者が、さだまさし、唐十郎、柳田邦男など、さまざ

まな分野で活躍する12名と人生を語り合う。『潮』掲載の記事を再構成

し単行本化。

辛い思いなどが和らいだり、穏やかな気分になったり、ストレスが
軽減される本を集めてみました。

『いやされる本』

『この道 より道 まわり道』 

鎌田 實著
潮出版　2010.9
請求記号：914.7カマ

一般

159
フ



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：５／９(水)～６／６(水)

希望に胸ふくらませて入学した高校。でも新しいクラスメイトとは、

まだまだ微妙な関係で-。地方都市の進学校・巴波川高校、通称ウズ高 

を舞台に5人の高校生が織りなす、恋と友情、未来への葛藤。5つの連

作短編を収録する。

『夏の階段
　　　　～teens' best selections 13～』

梨屋 アリエ著

ポプラ社　 2008.3

請求記号：913ナ

児童

913
ナ

新刊ピックアップnew
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5分程度の時間で読めて、ラストにはあっと驚く意外な恋の結末が! 

「受験生の恋愛」「毎日が記念日」「彼の好きなもの」など、ピリ

ッとする恋の教訓が満載の連作短編集。

『5分後に恋の結末
 　～友情と恋愛を両立させる3つのルール～』

 橘 つばさ，桃戸 ハル著

かとう れい絵

学研　2018.1

請求記号：913タ

児童

913
タ

14歳になる夏休み、わたしは一つの庭に出会った。そしてわたしは

女の子から女性へ変わりつつあった…。14歳の微妙な心の揺れと成

長をさわやかに描くひと夏の物語。第39回講談社児童文学新人賞受

賞作。

『でりばりぃAge』

『その景色をさがして』

梨屋 アリエ著 

講談社　1999.5

請求記号：913ナ

母親を亡くし、祖父母と一緒に暮らす中学2年生のトーコ。ある

日トーコは、母親のノートに挟まれていた1枚の見覚えのない絵

ハガキを見つけ…。肉親との別れ、恋などを通して成長する女の

子の姿を描く。

中山 聖子著

PHP研究所　2018.4

請求記号：913ﾅ

913
ナ

保存庫

913
児童

ナ

恋愛小説、 今 ・ 昔愛小説、 今
中高生世代の関心事といえば、部活に勉強に友達関係･･･、そして

欠かせないのが恋愛について。

生活環境は少しずつ変化していくなか、昔も今も変わらない気持ちが

つまった、ＹＡ世代向け恋愛小説を集めてみました。



月の

催し物ご案内５
杉並区立

中央図書館

講演会／講座

５月１２日

（土）

５月２６日

（土）

６月１６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～

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。

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：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。

【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。

連続講座「知の散歩道」

『読む名人・観る名人についてのなんやかや』
新進気鋭の研究者二人が、読むこと、観ることについて、その極意を熱く語ります。　

　時間：【第1回】5月26日（土）午後2時～4時（開場：午後1時30分）

　　　【第2回】6月16日（土）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：どなたでも　各60名

申込方法：当日先着順

【第1回】「研究者か、小説読みか—プルーストからの問い」
講師：池田潤さん（白百合女子大学講師）
文学作品を読むという経験と、専門的な研究との間にある、否定しがたい隔たりをどう
考えるのか。サント＝ブーヴ、プルースト、そして小林秀雄をめぐって考えます。
【第2回】「明治の人々は芝居をどう観たか」
講師：日置貴之さん（白百合女子大学准教授）
江戸時代以来の「役者評判記」の伝統を意識しつつも新たな出版物を模索した人々、近
代的な劇評を追及した人々、そして巷の観客たちが、それぞれどのような芝居を求め、
向き合ったのでしょうか。
※第一回の講座には第二回の日置先生が、第二回の講座には第一回の池田先生が、それ
ぞれ友情出演します。

第１回

第２回

ー７ー

映画会

期間：５月１２日(土)～７月４日（水）
場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

杉並区在住のねじめ正一氏の詩人としての業績に光を当て、

作品の紹介や写真パネルの展示を行います。

また、ねじめ氏の憧れである長嶋茂雄氏との思い出の品々や

懐かしい高円寺の写真パネル等ねじめ氏所有の貴重な品々も

展示します。

企画
展示の
お知らせ

ねじめ正一展～常に詩人である

南荻窪図書館

下井草図書館

★特別整理(蔵書点検等)による臨時休館のお知らせ
特別整理(蔵書点検)を行うため、下記の日程で臨時休館いたします。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますとともに、休館日に

ご注意のうえご利用くださるようお願いいたします。　

５月１５日（火）～５月１８日（金）

５月２２日（火）～５月２５日（金）

★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

５月１３日

（日）

ー高畑勲監督追悼ー

１６ミリ映画会「火垂るの墓」
１９８８年　日本
「日本の敗戦をはさんだ約３ヶ月の間に、１４歳の清太と４歳の節子というふた
りの兄妹がどう生きたのか」を描いたアニメ映画。
故野坂昭如氏の戦争体験を題材とした小説を、故高畑勲監督が感動的なアニメ映
画として完成させた。

時間：午後2時～4時３０分（開場：午後1時30分）

場所 ：地下視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　５０名

申込方法：申込み不要・出入り自由



月の予定　５

★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 31 ・ ・

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

おはなし会 工作会

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

★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

ゴールデンウィークは楽しめましたか？
いろんなことが始まったばっかり。

5月病にご注意を。

杉並区立中央図書館の

おはなし会
映画会

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

えいごおはなし会

あかちゃん
おはなし会

富安陽子
講演会＆交流会

知の散歩道

あおぞら
おはなし会


