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一般特集　★コレ食べたい

　　　　　　　★インド独立の父・ガンディー

　　　　　　　★「秋の自殺予防月間」「認知症普及啓発月間」

YA特集　　カラー

 　　 新刊ピックアップ

9月の催し物・図書館からのお知らせ

図書館 
だより



鞄の中には何がある? 「センセイ」は私の高校時代の古文の先生。10数年

ぶりに再会したセンセイとわたしが、過ごした、あわあわと、そして色濃

く流れゆく日々。長篇恋愛小説。

『センセイの鞄』

川上 弘美著 
平凡社 　2001,6
請求記号：カ237

ー２ー

保存庫

カ
237

マッサージのように心のこりをときほぐす、ささやかだけど、ちょっと気

になるエピソード。村上春樹の52のエッセイと大橋歩の銅版画のコラボレ

ーション。『anan』連載を加筆修正して単行本化。

『おおきなかぶ、むずかしいアボカド  』

―村上ラヂオ２―
村上 春樹文，大橋 歩画 
マガジンハウス 　2011.7
請求記号：914.7ムラ

一般

914.7
ムラ

たった100文字で、かんたん・おいしい・たのしい! 毎日のおかずから、

特別な日のおもてなしメニューまで全138品。初心者でも簡単に作れて、

プレミアムな食卓を演出するレシピを紹介します。

『100文字レシピプレミアム』

川津 幸子著 
新潮社　 2013.12
請求記号：BYカ

一般・文庫黄(BY)

ー２ー

カ

コレ 食べたい

本に出てくる食べ物が気になるのは『ぐりとぐら』を読んでもらってい

た頃からのお約束。食欲の秋、図書館にある　思わず食べたくなる本”

をあつめました。

”

展示期間：９／７(金)～１０／３(水) 展示期間：９／７(金)～１０／３(水)

ー3ー

一般

126
カ

核の脅威、世界の混迷にガンディーはどう立ち向かったか。世界を変革

に導いたガンディーの人生哲学、武器なき革命への指標となる言葉の数

々を紹介する。

ガンディーの誕生日にちなみ、インドでは毎年10月２日は「ガンディー記
念日」としています。ガンディーに関連した本や、生きるヒントになる本
を集めてみました。

『インド独立の父・ガンディー
関連本と生きるヒントになる本』

『今こそ読みたい

ガンディーの言葉』 

マハートマー・ガンディー著
古賀勝郎訳
朝日新聞出版者　2011.9
請求記号：　126カ
 
 

一般

369
2ツ

秋の自殺予防・認知症普及啓発月間

『やさしさのスイッチが入るとき
～中学生とシニアのホームヘルパー物語～』 

９月は「秋の自殺予防」「認知症普及啓発」月間です。関連する
資料を展示しています。

中学生が資格を取って介護ヘルパーになった、90歳のおじいちゃんも現

役ヘルパーをやっている…。それってホント? それってどんなふうに? 地

域福祉のカギ「異世代介護研修」を丸ごと紹介します。

土本 亜理子著
三輪書店　2007.11
請求記号：369.2ツ



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

757
セ

一般

ー４ー

色の種類・表し方・見え方といった基礎知識をはじめ、配色のルー

ル、色の効果、色が持つイメージなどをわかりやすく紹介。標識・

商品・広告・インテリア等への色の活用例も取り上げる。

『色の事典
　～色彩の基礎・配色・使い方～』

色彩活用研究所サミュエル監修 

西東社

2012.10

請求記号：757セ

あなたはどんな色が好きですか？

色にはどんな意味があるか、考えたことはありますか？

ちょっとのぞいて見てみましょう。

カラー

展示期間：９／７(金)～１０／３(水)

757
イ

保存庫

児童

913
タ

新刊ピックアップnew

ー５ー

好きな色が示すあなたの本当の姿。足りないパワーは色にもらおう。

オーラソーマのカラーセラピー論をわかりやすく紹介した入門書。運

を変えるインテリアカラーなど実践的情報満載。

『色の暗号
～カラーセラピーで知る本当のあなた～』

 泉 智子著 

大和書房

2006.4

請求記号：BYイ

『幸せになるカラーセラピー  
　～見るだけで癒される読めば元気がわいてくる～』

泉 智子著 

主婦の友社

1998.6

請求記号：757イ

高田由紀子作　pon-marsh絵

PHP研究所　2018.8

請求記号：913タ（児童）

『君だけのシネマ』

過干渉の母を新潟に残し、小学校教師の父とともに佐渡へ転校し

てきた中学生の史織。自宅で小さな映画館「風のシネマ」をオー

プンした祖母や、クラスメイトと出会う中で大切なものに気づい

ていき…。葛藤と成長の物語。

『誕生色事典
～「色の秘密」366日～』

野村 順一著 

文藝春秋

2006.5

請求記号：BYノ

イ ノ
一般・文庫黄(BY) 一般・文庫黄(BY)



月の

催し物ご案内９
杉並区立

中央図書館

ー６ー

９月１日

（土）

映画会

おはなし会

９月９日

（日）

９月１５日

（土）

16ミリ子ども映画会

赤い鳥特集(2)『杜子春』
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

申込方法 申込不要（当日先着順）

内容 1981年　日本　原作：芥川龍之介

杜子春が数々の試練を経て、やがて人間らしく正直に暮らして

いくことの大切さに目覚めていきます。

芥川龍之介原作のアニメ作品。

※上映途中の出入りは自由です。

えいごおはなし会
時間　午前10時30分～11時

場所 地下　視聴覚ホール

対象・定員 幼児～児童とその保護者

申込方法 不要

内容 アメリカ人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。参加すると、おはなし会スタンプを

1コ押します。

あおぞらおはなし会
時間　午前11時～11時30分

場所 読書の森公園（中央図書館横）

対象・定員 幼児から小学生とその保護者

申込方法 不要

内容 青空のもとで、読み聞かせや手遊びをおこないます。

※雨天の時は視聴覚ホール（地下）にて行います。

ー７ー

永福図書館

高井戸
　地域区民センター

阿佐谷図書館

★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。　

９月１０日（月）～９月１３日（木）

９月１７日（月）～９月２０日（木）

９月２５日（火）～９月２８日（金）

９月１９日

（水）

あかちゃんおはなし会
時間　午前11時～11時30分

場所 地下　視聴覚ホール

対象・定員 赤ちゃんとその保護者

申込方法 不要

赤ちゃん向け絵本の読み聞かせや手遊び、わらべうたを歌っ

て遊びます。

赤い鳥創刊100年 『赤い鳥と鈴木三重吉』

期間：～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

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　９

★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 /30  24 25 26 27 28 29

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

16ミリ映画会

★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

暑さがやっと少しずつ和らいできました！
夏の疲れをゆっくり
回復したい季節ですね★

杉並区立中央図書館の

おはなし会

毎月１回日曜日（９/９）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

あおぞら
おはなし会


