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一般特集　図書館で学ぶ
　　　　　　　「住生活」暮らしに役立つ本
　　　　　　　リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間
YA特集　　かんたん！！

 　　  新刊ピックアップ
10月の催し物・図書館からのお知らせ



だ　り

展示期間：１０／５(金)～１０／３１(水)

楽譜に書いてある音符や記号、音楽用語を、譜例や付属CDに収録された実

際の演奏とともに簡潔に説明。目次のヴィジュアル索引や巻末の50音順索

引で、知りたい事項をすぐに調べることができる。

『名曲から学べる音楽記号事典 
　　　　　　　　      楽譜がすぐ読める』

齋藤 純一郎監修

ナツメ社　2009.6

請求記号：761ナ

一般

761
ナ

もっと勉強しておけばよかった…。
もし、そう思ったら今が始めるときです！
学ぶことは、楽しいですね。人生を楽しむために、自由に生きるために、
知の宝庫の図書館であなたを輝かせる一冊に、ぜひ出会ってください。

ー２ー

図書館で学ぶ図書館で学ぶ

地図読みの第一歩は、山に行くとき必ず地図を持つこと! 地形図の約束事か

ら、 等高線で地形を読み解く方法、 コンパスの使い方、地形図の読みこな

し方まで、 自立した登山者になるための地図の読み方を紹介。 実践ドリル

も収録。

『学べる!山歩きの地図読み
　　登山・ハイキングの必修知識 地形図とコンパス活用術』

佐々木 亨著

山と溪谷社　2012.12

請求記号：786.1サ

一般

786
1サ

小学校の数学(算数)をはじめ、日常生活の中で普通に使う数記号、四則演算

記号、 和の記号、 特別な関数の記号、微分積分学の記号、組み合わせの記

号などについて、読み方と意味、簡単な使い方を説明する。

『数学記号を読む辞典
　数学のキャラクターたち　小学校から大学までの数式がこれで読める』

瀬山 士郎著

技術評論社　2013.11

請求記号：410セ

一般

410
セ

 展示期間：１０／５(金)～１０／３１(水)

ー3ー

新書

A

一般

519
セ

リデュース・リユース・リサイクル
（３R) 推進月間

『「エコタウン」が地域ブランドになる時代』 

10月はリデュース・リユース・リサイクル推進月間です。
杉並区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。

環境、エネルギー、食、暮らしといった地元の資源を未来の世代に豊か

にひきつぐためには? 全国10地域の未来型=循環型のまちづくり「エコ

タウン」を紹介する。

家の中は、危険がいっぱい! しかし正しい知識と決意があれば、
快適で安全な暮らしを実現できる。1000件近い要介護者の自宅
を訪問し、コンサルティングやケアリフォームを手がけてきた著
者が、そのエッセンスを開陳する。

住生活や住環境、暮らしに役立つ本を集めてみました。

『「住生活」暮らしに役立つ本』

『住まいで「老活」』
　　

安楽 玲子著
岩波書店　2018.6　 
請求記号：A//

関 満博編 
新評論　2009.8
請求記号：519セ



かんたん！！

新書

A

ー４ー

たとえ上手でなくても、その人らしい「いい字」を書くことは
誰にでもできる。書道家・武田双雲が、ひらがな、漢字を書く
基本、自分らしく書く楽しみ、伝える楽しみを教える。

『誰でもカンタン!「いい字」が書ける  
　　　　　　　　　　          双雲流二〇の極意』

武田 双雲著

筑摩書房  2018.1

請求記号：A（新書）

 

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

暑い夏が終わり、秋がやって来ました。
日頃「やってみよう」と思っていたことに、これを機会に挑戦
してみませんか？
「かんたんにできる」をテーマに本を紹介します。

展示期間：１０／５(金)～１０／３１(水)

お香の 「知る」「つくる」「使う」楽しみを提案。 伝統的な16の香
料、気分別・場所別の香りのレシピや、つくりかたの手順をていねい
に解説するほか、聞香、香りの歴史も紹介します。

『てづくりお香教室　かんたん・やさしい』

松下 恵子監修 

日東書院本社　2016.12

請求記号：792ニ

新刊ピックアップnew

ー５ー

『わたしの森に』

雪の下の穴の中で、わたしのからだは動き出す-。絵描きと詩人が

雪国の森のおくで見つけたものとは? 新潟県十日町市鉢集落にあ

る「絵本と木の実の美術館」(大地の芸術祭2009作品)からうまれ

た絵本。

絵本にちなんだ作品「カラダのなか、キモチのおく。」は、「大地

の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ2018」で発表されま

した。

アーサー・ビナード文　田島征三 絵

 くもん出版

2018.8

請求記号：EC（児童・絵本）

 

児童

792
二

一般

日常生活、ビジネスシーン、 旅行先で出会う90の場面で、初心者で
も「ちゃんと相手にしてもらえる」英語フレーズを紹介。ポイント、
注意点、関連するフレーズ、基本的な文法解説も収録。

『かんたんなのに90日で差がつく!

   ちゃんと相手にしてもらえる英会話』

荒井 弥栄著

小学館　2017.7

請求記号：837ア

 

837
ア

一般

EC



ー６ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館　10

10月27日

（土）

16ミリ映画会　

－区政86周年－　「映画で観る杉並区」

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（当日先着順）

申込方法：申込不要

内容：昔の杉並区の姿が残っている16ミリフィルムを集め

て上映します。

●「杉並物語」－区政20周年－（昭和27年　25分）

●「空から見た杉並」（昭和45年　25分）

●「こうずしま」（昭和33年　27分）－番外編－

　（昭和33年の夏休みに、阿佐ヶ谷中学校が神津中学校の協

　力を得て阿佐ヶ谷中学校の生徒が製作した作品。）

●「杉並40年のあゆみ」－区政40周年－（昭和48年　33分）

●「心のある町杉並」－区政50年を迎えて－（昭和58年　   

                                                                        30分）

※上映途中の出入りは自由です。

★次回：11月11日（土）「桂離宮・京都御所・修学院離宮」

映画会

ー７ー

11月の予定

赤い鳥創刊100年 『赤い鳥と鈴木三重吉』

期間：１０月３１日（水）まで

場所：１階展示コーナー（ＣＤコーナー横）

特別展示

11月10日

（土）

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。

上野正彦講演会　「逆さの視点」～死から生を見る

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：小学生以上　50名（申込順）

申込方法：10月5日（金）午前9時から、電話・FAXまたは直接、

中央図書館へお申し込みください。FAXでお申し込みの方は、行事

名（上野正彦講演会）、全員のお名前（フリガナ）、FAX番号を明

記してください。講演会参加の可否についてFAXいたします。

（電話03-3391-5754、FAX03-3391-7803）

また、手話通訳をご希望の方は、手話通訳者の前に席をご用意いた

しますので、申込みの際にお申し出ください。

内容：【講師】上野正彦さん（元東京都監察医務院長・法医学評論）

杉並区在住の上野正彦さんをお迎えして、30年間で約2万体もの検

死・解剖に従事してきた体験事例を通し、死から生を見るという逆

さの視点から「命の尊さ」について改めて見直していただきます。



月の予定　10

★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。

科学あそびの会

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

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

工作会

★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

読書の秋がやってきました！楽しいイベントも
盛りだくさんです。ぜひお出かけください。

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～
（10/28）
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

あかちゃん
タイム

えいごおはなし会

映画会


