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一般特集　日本のステキなところ、たのしいコト
　　　　　　　ワークライフバランスって何？
　　　　　　　アンネからのメッセージ
YA特集　　生き物を飼ってみよう
 　　  新刊ピックアップ
８月の催し物・図書館からのお知らせ



展示期間：８／３(金)～９／５(水)

トーキョー・フードパラダイス! 中野のアパートを拠点に、東京で家族と共

にひと夏を過ごすことになったアメリカ人フードライターが、 ごく普通の

日本の「食」と日常をユーモアたっぷりにつづる。

『米国人一家、おいしい東京を食べ尽くす』

マシュー・アムスター=バートン 著

関根 光宏訳 

エクスナレッジ　2014.5

請求記号：383.8ア

お祝いの席にふさわしい着物とは? 七五三の祝い着に飾る小物とは? 着物の

歴史から種類、正しい着方まで、着物の基礎知識を動物たちのかわいいイラ

ストで紹介した、親子で楽しめる着物入門。

番付って何? 土俵はどうやって造る? 力士の引退後って? 裏方ってどんな

人がいるの? 取組の見かたから国技館の秘密まで、大相撲の全てを完全図

解。歴代横綱や歴代優勝力士など、相撲の歴史が分かる資料編付き。

高野 紀子 作 

あすなろ書房　2009.9

請求記号：EY

伊藤 勝治 監修 

エクスナレッジ　2016.9

請求記号：788.1エ

一般

383
8ア

一般

788
1エ

児童

花見と宴会。味噌ラーメンや豆腐。ローカル鉄道や駅弁。ガード下
で飲む日本酒や焼き鳥。私たちには日常のコトですが海の外からは
体験したいと熱い眼差し。ここでの日常を楽しんでいますか？好き
なところ、オススメしたいコトは何ですか？

ー２ー

『大相撲の解剖図鑑 
　　　　　　大相撲の魅力と見かたを徹底図解』

『着物のえほん』

ＥY

日本のステキなところ、たのしいコト日本のステキなところ、たのしいコト

展示期間：８／３(金)～９／５(水)

ー3ー

一般

317
ム

一般保存書庫

235
8タ

アンネからのメッセージ

『アンネ・フランク心の旅路』 

戦争という時代に生きた一人の少女アンネ・フランクを通じて、平和につ
いて考えてみませんか？

フランクフルト、ブリュッセル、ブリュージュ、アムステルダムなどを

取材し、悲運の真実を明らかにした画期的作品。アンネの追憶と哀しみ

のヨーロッパへの旅。

日本的長時間労働の典型だった霞が関が、いま大きく変わろう
としている-。採用・ 登用政策で女性が大幅に増える霞が関。
次官や専門職など様々な女性官僚が、リアルな生き方・働き方
を語る。

仕事と仕事以外の生活その両方が充実するために望ましいバランスに
ついて考えてみませんか？

『ワークライフバランスってなに？』

『女性官僚という生き方』
　　

村木 厚子編，秋山 訓子編
岩波書店　2015.12　 
請求記号：３１７ム

 

谷口 長世 著 
講談社　1996.4
請求記号：235.8タ



展示期間：８／３(金)～９／５(水)

天然木のキャットツリー、アパートの壁面運動場、窓際の見晴らし台

…。キャットリフォームの実例を多数紹介する。おしゃれで魅力的、

そして何より猫が幸せでいられる部屋づくりのアイデアが満載。書き

込みページあり。

『猫のための部屋づくり』

ジャクソン・ギャラクシー著

ケイト・ベンジャミン著

小川 浩一訳

エクスナレッジ　2017.3

請求記号：645キ

660
メ

一般

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

いっしょに寝るとあたたかい、お手もおまわりもできる、だけどオ

シッコの量はハンパなく、壁紙が大好物で、家中を破壊! かわいく

ておもしろいペットのミニブタとの悶絶生活をコミックで描く。

『ウチにブタがいます
　　　　　　　　　　東京黒毛和豚風太郎』

尾代 ゆうこ著 

文藝春秋　 

 2010.11 

請求記号：645オ

　 

 

小さいながらも丈夫で飼いやすいことから、今、メダカ飼育が人気を

集めている。メダカ飼育のいろはから、メダカとビオトープ、Q&A

までをわかりやすく紹介。

『かわいいメダカの本
飼い方と素敵な水草レイアウト、ビオトープの作り方』

『地図を広げて』
　

メダカ好き編集部編，小林 道信監修，平林 美紀撮影

誠文堂新光社

2010.4　 

請求記号：660メ

弟の圭に4年ぶりに会ったのは、2か月前のお母さんのお葬式だ

った-。中学生の鈴とお父さんが住むマンションに、一緒に暮ら

すことになった圭がやってきて…。互いを思いながら、手探りで

つくる新しい家族の日々を描く。

岩瀬 成子著

偕成社　 

2018.7

請求記号：913イ

 

645
オ

一般

645
キ

一般

913
イ

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

生き物を
飼ってみよう！

生き物と一緒に暮らしてみませんか？生き物を迎えることは命への責任
が伴い、お世話をするのは大変ですが、その分とても大切な存在になり
ます。犬猫だけでなくカメやメダカ、ハリネズミなど。愛情を注いでみ
ましょう。



ー６ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館

８月４日

（土）

８月１日

（水）

　８

こわいおはなし会

時間：午後３時～４時（開場：午後２時45分）

場所：地下視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　

申込方法：申込不要・出入り自由

少しだけこわいおはなしから、ちょっとゾクっとするおは

なしまで、いろんなこわ～いおはなしを、絵本や紙芝居、

素話でご紹介します。暑い夏の午後、みんなで　涼しくな

りましょう！

科学あそびブックトーク

「みつろうシートで作るミニキャンドル」
時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール

対象・定員：幼児～小学生　２０名（申込順）

内容：ブックトークと工作材料は図書館で用意します

ちいさいおともだちは、おとなのひとといっしょにきて

ください。

※事前申し込み受付は終了しました

夏の図書館は、児童向けイベントがもりだくさんです。
お子さまと一緒にぜひ、ご参加ください。

ー７ー

赤い鳥創刊100年 『赤い鳥と鈴木三重吉』

期間：８月４日(土)～１０月３１日（水）
場所：１階展示コーナー（ＣＤコーナー横）

特別展示

８月２５日

（土）

16 ミリ映画会　

赤い鳥特集（１）『ごんぎつね』

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

内容：1979年　日本

原作：新美南吉

ごんは、ひとりぼっちの子ぎつねで、夜でも昼でも村へ

出ていたずらばかりしていました。

しかし、ある事件を境にいたずらを後悔しました。新美

南吉の、人間と動物の交流を描いたアニメ作品。　　　

※上映途中の出入りは自由です。

児童文学者・鈴木三重吉が雑誌「赤い鳥」を創刊して

から今年で100年を迎えました。

中央図書館所蔵の復刻版「赤い鳥」や鈴木三重吉の自

筆原稿（複製）などを展示します。



月の予定　８

★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
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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

こわい
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

科学あそび

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

暑い日が続きますね。水分をよく摂り
熱中症に気を付けて図書館で本を読みましょう。

杉並区立中央図書館の

おはなし会

毎月１回日曜日午前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。
※今月はお休みです

★えいごおはなし会


