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一般特集　海へ行こうよ！
　　　　　　　東京でおもてなし
　　　　　　　　～56年ぶりの夢～
YA特集　　ライトノベル集めました
 　　  新刊ピックアップ

7月の催し物・図書館からのお知らせ



展示期間：７／６(金)～８／１(水)

青い海の底に沈む、人間の彫像や現代人の生活を表現した彫刻。それらに

植えつけられたサンゴは、やがて繁殖し、生態系をつくっていく…。西イ

ンド諸島のグレナダ沖、メキシコのカンクン沖に展示されている海底美術

館の写真集。

『海底美術館』

ジェイソン・デカイレス・テイラー著
ジェームズ・バクストン著
内山卓則訳、尾澤和幸訳
日経ナショナルジオグラフィック社　2013.10
請求記号：717テ

一般

717
テ

多種多様な命に満ちた豊饒なる海の世界-。ハッとするような美しい色をし

た魚や、 この世のものとは思えない不思議な姿形をした生き物など、 生命

の神秘や一瞬の輝きを捉えた厳選写真375点を収載。

『世界で一番美しい海のいきもの図鑑』

吉野雄輔著
武田正倫監修 
創元社　2015.6
請求記号：481ヨ

一般

481
ヨ

夏休みを伯母一家が経営する旅館で過ごすことになった少年・恭平。仕事

で訪れた湯川も、 その宿に滞在する。翌朝、もう1人の宿泊客で元刑事の

男が、変死体で見つかり…。ガリレオシリーズ長編。『週刊文春』連載を

単行本化。

『真夏の方程式』

東野圭吾著 
文藝春秋　2011.6
請求記号：ヒ43

一般

ヒ43

ー２ー

暑くなり、季節は夏本番！海水浴や海洋生物といった関連の本はもちろ

ん、海が舞台の小説など、今回は海をテーマに様々なジャンルの書籍を

集めています。

展示期間：７／６(金)～８／１(水)

ー3ー

一般

385
リ

「主客一体」「一期一会」に彩られた豊穣な世界。古くから日本に伝わ

る「おもてなし」の精神。それは欧米の「サービス」の精神とは、全く

異なった深みを持つ。日本の伝統にサービスの本質を探る。

２０２０年に開催される、オリンピック・パラリンピックにむけて、スポ
ーツに関する本、日本文化やおもてなしに関する本を集めてみました。

『東京でおもてなし～56年ぶりの夢～』

『おもてなしの源流
　日本の伝統にサービスの本質を探る』 

リクルートワークス編集部編 
英治出版　2007.12
請求記号：385リ　 
 
 

特別展示「手塚治虫文化賞受賞作品　パネル展」

日時 7月7日（土）～7月26日（木）
場所 1階　展示コーナー（CDコーナー横）
第22回手塚治虫文化賞受賞作品、作者のサイン入パネル及び手塚治虫氏等の

マンガを展示します。

•　マンガ大賞　『ゴールデンカムイ』野田サトルさん

•　新生賞　　　『BEASTARS』板垣巴留さん

•　短編賞　　　『大家さんと僕』矢部太郎さん

•　特別賞　　　　ちばてつやさん

（手塚治虫文化賞は、マンガ文化に大きな足跡を残した手塚治虫の業績を記

念するものです。）

協力：朝日新聞社

問合せ先：産業振興センター観光係　電話03-5347-9184（直通）



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：７／６(金)～８／１(水)

児童

913
ハ

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

ヒトは規格外の「獣」に蹂躙され、滅びた。たったひとり、数百年

の眠りから覚めた青年ヴィレムを除いて。ヒトに変わって「獣」と

戦うのは、死にゆく定めの少女妖精たち。青年教官と少女兵の、儚

くも輝ける日々の物語。

地球外有機生命体によって絶対的な孤独を実現する力を与えら

れたミノル。しかしその力は、ミノルを望まぬ戦いに巻き込んでい

く。平凡だが平穏な義姉との暮らしが壊されるとき、ミノルは絶対

なる孤独者として覚醒する…。

『終末なにしてますか?忙しいですか?　
　救ってもらっていいですか?　#01  』

 枯野 瑛著 

KADOKAWA

2014.11

請求記号：BGカ

『異邦の影を探しだせ』

 結城 光流著 

角川書店

2002.1

請求記号：BGユ

『俺の妹がこんなに可愛いわ
　けがない』

伏見 つかさ著

かんざき ひろ絵

株式会社KADOKAWA

電撃文庫

2008.8

請求記号：BGフ

『絶対ナル孤独者1 -咀嚼者The Biter- 』

川原 礫著

シメジ 絵

株式会社KADOKAWA

電撃文庫 

2014.6 

請求記号：BGカ

 濱野 京子著 

PHP研究所　2018.6

請求記号：913ハ

『ドリーム・プロジェクト』

中学2年生の拓真は、かつて過ごした古い家を懐かしむ祖父を気

にかけていた。家屋の修繕を願っていた拓真は、クラウドファン

ディングで古民家再生を試みることになり…。

カ

ユ フ

カ

「週末なにしてますか？

忙しいですか？

ラノベ読んでもらってもいいですか？」

ライトノベル、略してラノベ。

ラノベの定義はあいまいで出版社や萌え絵の表紙などがあげられます。

ＹＡ世代の方は手に取る機会が多いのではないでしょうか？



月の

催し物ご案内７
杉並区立

中央図書館

イベント

７月３０日

（月）

夏休み読書チャレンジ 20１８

7月20日（金）～8月31日（金）

対象：児童
カウンターにて台紙を配布しています。
本を3冊以上かりる・本のクイズをとく・ナゾトキに挑戦する。どれにチャ
ンレンジしてもOK！シールを8枚集めるとプレゼントがもらえます。
お子様と一緒にぜひ、チャレンジしてみてください。

ボードゲームをやってみよう
時間：午後1時～4時
場所：地下　視聴覚ホール
対象・定員：小学生・中学生・高校生　30名（当日先着順）
申込不要・出入り自由
中央大学杉並高等学校の思考ゲーム研究会にご協力をいただき、ボードゲー
ムイベントを開催します。「カルカソンヌ」、「クアルト」、「ワンナイト
人狼」などを行います。はじめての方もぜひご参加ください。

ボードゲームと聞くと、あまりなじみのない人も多

いはずですが、囲碁や将棋、人生ゲームと聞くと

誰もが知っていると思います。

ゲームは、「遊び」というイメージがつくと思いますが、

ボードゲームは思考力やコミュニケーション能力、想

像力・協調性などが身に付き、知識の面でも注目を

浴びています。

ゲームで学べるなんてワクワクしませんか？

ボードゲーム

ー７ー

方南図書館

★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。　

７月９日（月）～７月１２日（木）

★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

７月２９日

（日）

16ミリ映画会

手塚治虫のアニメ『ジャングル大帝』 

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　50名（当日先着順） 
申込不要・出入り自由 
1989年　日本
監督：宇井孝司
アニメーション制作：手塚プロダクション

動物たちが平和に暮らせるジャングルを築いていこうとするレオが、仲間たちと
ともに傷つき悩みながら成長していく姿を描く冒険ロマン。
上映タイトル：「誕生」「森の掟」「冒険」「共存」（計4本連続上映）

親子映画会　映画で世界一周！～チベット編

「草原の河」 

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：幼児～中学生とその保護者の方（大人のみの参加はできません。）
50名（当日先着順） 
申込不要・出入り自由 
内容：映画を通して、その国や地域の文化や社会を知る「映画で世界一周！」シ
リーズ。今回はチベット編で映画「草原の河」を上映します。
【主催･問合せ先】ちいさなひとのえいががっこう・岡崎
電話：090-7132-8393
Eメール：eigagakkou@hotmail.co.jp
【後援】杉並区教育委員会 

７月２２日

（日）

映画会



月の予定　７

★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。

ボードゲーム

16ミリ映画会

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

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

あかちゃん
タイム

親子映画会

★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

中央図書館では夏休み期間中
夏休み読書チャレンジを開催しています。

ぜひ参加してみて下さいね。

杉並区立中央図書館の

おはなし会

毎月１回日曜日（7/８）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

おはなし会

あかちゃん

　　　おはなし会


