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一般特集　なぞ多き文化・文明たち
　　　　　　　日本の文化
　　　　　　　６月は「食育月間」です
YA特集　　本の中のともだち
 　　  新刊ピックアップ
６月の催し物・図書館からのお知らせ



展示期間：６／８(金)～７／４(水)

豊かな自然が「楽園」への憧れを搔きたてるハワイ。その華やかな仮面の

裏には、繰り返す略奪の歴史があり、人々の心には神話に彩られた独自の

文化が息づく。少女時代をハワイで過ごした著者が、愛すべき島々の素顔

を描き出す。

『神々のハワイ
～文明と神話のはざまに浮かぶ島～』

スザンナ・ムーア著

桃井 緑美子訳 

早川書房　2004.8

請求記号：935ム

タヒチで知られる仏領ポリネシア。特殊な風土の紹介とともに、島々におい

て人びとが居住空間を切りひらいていった歴史や、核実験施設によって著し

い成長をとげた経済事情などを、地理学的データに基づいて解説する。

カエサル率いるローマ軍の前に敗れ去ったガリア(現在のフランス他)は、

その後、ローマの支配下に入るも消滅しなかった。古い伝統と新しい文化

の出会いが生んだ独創的な文明のすべてを解説する。

エマニュエル・ヴィニュロン著

管 啓次郎訳

白水社　2006.4

請求記号：A（新書）文庫クセジュ898

フランソワーズ・ベック，エレーヌ・シュー著

鶴岡 真弓監修，遠藤 ゆかり訳

創元社　2004.3

請求記号：232へ

一般

935
ム

一般
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新書

A

知ってる人は知っているけど、知らない人もいっぱいいる！？
そんな文化・文明を集めてみました。
知っているようで知らないかもしれない世界。のぞいてみませんか
？

ー２ー

『ケルト文明とローマ帝国
～ガリア戦記の舞台～』

『フランス領ポリネシア』

多き文化・文明たちぞな
？

？

展示期間：６／８(金)～７／４(水)
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一般
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ウ

一般
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6 月は「食育月間」です

『いのちをつくる愛情ごはん』 

６月は「食育月間」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。

いつでも発芽できる生きた玄米、栄養いっぱいの旬の野菜、時間をかけて

ていねいに作られた調味料やみんなで一緒に仕込んだ味噌…。伝統食で子

どもたちを育てる高取保育園の食育レシピを紹介する。

日本全国の古くて美しい町並みが残るエリア“重要伝統的建造物
群保存地区”。そのエリアとともに独自基準で選んだ全119カ所の
美しい町並みを取り上げ、写真で紹介。町並みをかたちづくる建
物の特徴をイラスト図解する。

衣・食・住など、日常に関する本を集めてみました。

『日本の文化』

『日本の最も美しい町』
　　一度は訪れたい歴史と文化を今に伝える119の建築遺産群 

美しい町研究会著 
エクスナレッジ 2017.9

請求記号：521ウ　 

森 千鶴子文，広田 敦子写真，西 福江監修 
西日本新聞社 2011.5

請求記号：596モ　 
 
 

ー高取保育園の食育レシピ集ー



ー４ー

父親の仕事の都合で、叔母にあずけられたエリザベス。気詰まりな

生活の中で、エリザベスは自分そっくりの少女の肖像画にひかれて

いく。絵の少女は、200年以上も前のエリザベスの祖先ズィーだっ

た…。

『語りつぐ者』

パトリシア・ライリー・ギフ作

もりうち すみこ訳 

さ・え・ら書房　2013.4

請求記号：930キ

　 

 

930
キ

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

本の中の
　ともだち

ともだちは、必要ですか？　現実世界の友人関係に疲れたら、本の中に
ともだちを探しませんか。きっと、あなたの大切な人に出会える。そう
願って、本はともだちYA向けを展示します。

展示期間：６／８(金)～７／４(水)

みさとが所属するのは、機材オタク・古場とたった2人の放送部。廃部

の危機に加え、学校一厳しい先生からも目をつけられ、イマイチな毎

日がつづく。さらに美少女の転校生・葉月が関わりはじめてから、状

況は複雑化し…。

『ABC! 』曙第二中学校放送部

市川 朔久子著 

講談社　2015.1

請求記号：913イ　 

 

 

ナ
132

YAコーナー

新刊ピックアップnew

ー５ー

野川の近くで、父との2人暮らしをはじめた音和は、新しい中学校で

新聞部に入り、伝書鳩を育てる仲間たちと出逢う。そこで変わり者の

教師の言葉に刺激され、鳥の目で見た世界を意識するようになり…。

『野川』

『ベートーベンと名探偵!
　　　タイムスリップ探偵団音楽の都ウィーンへ』

長野 まゆみ著 

河出書房新社　2010.7

請求記号：ナ132

 

香里たちがタイプスリップしたのは、19世紀はじめのウィーン！ 

偉大な音楽家ベートーベンと出会うが、楽譜泥棒とかんちがいさ

れて大ピンチ。はたして「運命」は変えられるのか?

楠木 誠一郎作，たはら ひとえ絵 

講談社　2018,4　

請求記号：913ク
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企画
展示の
お知らせ

★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

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。

ねじめ正一展～常に詩人である

６月２３日

（土）

　

映画会

泣いた赤おに
時間：午後2時～2時20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（当日先着順）

申込方法：申込不要・出入り自由

内容：1997年　日本

原作：浜田廣介

心優しいおにたちの交流を感動的に描いて友情の大切さを

うたい上げた浜田廣介の童話の代表作。

上映時間　20分

６月２４日

（日）
大人のためのおはなし会

時間：午後2時～3時30分（開場：午後1時45分）

場所：地下　視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　40名

申込方法：当日先着順

内容：遠藤周作、宮部みゆき作品ほかの朗読

主催・問合せ先：やよいの会・三浦　電話03-3313-8045

後援：杉並区教育委員会

ー６ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館

講演会／講座／イベント

６月１６日

（土）

　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』

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：どなたでも　60名

申込方法：当日先着順

内容：新進気鋭の研究者が、観ること、読むことについて

その極意を熱く語ります。

【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。

※第二回の講座には第一回の池田潤先生（白百合女子大学講師）が友情出演
します。

６月１６日

（土）

親と子でたのしむおはなし会
　時間：午前１０時３０分～１２時（開場：午前１０時１５分）

　場所：地下視聴覚ホール

　対象・定員：乳幼児から小学生の親子、お子様だけ、中学生以上
　大人だけでも参加できます。30名

　申込方法：当日先着順

　内容：「こどもの成長を護る杉並ネットワーク」による絵本の読
　          み語り

　６



月の予定　６

★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

☆臨時休館
柿木：６月1１日(月)～６月1４日(木)

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

講座知の散歩道

★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

６月は杉並区こども読書月間です。
中央図書館ではぬいぐるみおとまり会を開催します！

杉並区立中央図書館の

おはなし会

毎月１回日曜日(６/３)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

親と子でたのしむ
おはなし会

大人のための
おはなし会

映画会

子ども人形劇

科学あそびの会

えいごおはなし会


