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一般特集　週末ハンドメイド部♥
　　　　　　　「いわさきちひろ」と世界の絵本作家
　　　　　　　十二月（師走）に関する本
　　　　　　　「谷川俊太郎の世界」～二十億光年の孤独～
YA特集　　おすすめ本Ｘ
 　　 新刊ピックアップ
12月の催し物・図書館からのお知らせ
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展示期間：１２／７(金)～１２／３０(日)

キャンディ、マカロン、シュークリーム、ウェディングケーキなど、カラフ

ルでかわいいスイーツキャンドルを紹介。すべての作品の作り方をプロセス

写真でていねいに説明します。

『キャンドルでつくるスイーツ
　　　　　　　　　　　　Sweets Candles』

文化出版局編，マエダ サチコ監修 

文化学園文化出版局　2009.12

請求記号：594.9フ

一般

594
9フ

カードを開くと、急須がくくっと傾いてお茶を注ぐ動きをしたり、釜から

もくもくとメッセージがあらわれたり…。なつかしい家電や日用品をモチ

ーフにした、しかけカードの作り方を紹介。コピーして使える図案付き。

『なつかしモチーフの手づくりカード』

伊藤 絵里子著

飛鳥新社　2009.11

請求記号：754イ

一般

754
イ

フェルトをチョキチョキ、ペタペタ、チクチク。切ってぬってくっつけて

、なんだか工作をしているような気分。へんしんペンカバー、パンダのコ

インケース、お花のコースターなど、フェルトを使ったこものの作り方を

紹介します。

『フェルトのこもの』

アランジ アロンゾ著 

文化学園文化出版局　2013.12

請求記号：594ア

一般

594
ア

週
末

ハンドメイドハンドメイド部♥
♥

世界で１つ、自分好みのものを作ってみませんか？完成したらプレ
ゼントするのもいいですね。誰かを想いながら「ちくちく」「ペタ
ペタ」手を動かす時間って、きっとあたたかく素敵なはず。

展示期間：１２／７(金)～１２／３０(日)

展示期間：平成30年11／3(土)～平成31年3／31(日)

「谷川俊太郎の世界」～二十億光年の孤独～

画家・絵本作家「いわさきちひろ」
と世界の絵本作家。このテーマで資
料展示を実施します。

『「いわさきちひろ」と
　世界の絵本作家』

『いわさきちひろ
　子どもへの愛に生きて』
　　

松本 猛著
講談社　 
2017.10　 
請求記号：726イ

 
 

クリスマスやお正月など十二月に（師
走）に関する本を集めてみました。

『十二月（師走）に
　　　　　関する本』

『折々のうた　冬
　　春夏秋冬』
　　
大岡 信著
折々のうたを読み伝
える会編
童話屋　2016.9　 
請求記号：911オ

杉並区に生まれ育った詩人・谷川俊太郎（たにかわしゅんたろう）氏の著
書・書・写真パネルの他、自筆原稿や谷川氏が愛用しているTシャツなど
を展示します。また、谷川氏が朗読したCDの試聴コーナーもあります。

「どこに行っても谷川さんに会える」をコンセプトに、中央図書館全てを
キャンパスとして谷川さんの詩や写真などを展示します。読書に疲れてふ
と見上げると谷川さんの詩や写真がある。図書館全てが谷川さんの「こと
ば」（メッセージ）で溢れています。
協力：ナナロク社

私は絵と結婚するの-。数々の逆境を乗り
越え、子どもへの愛を描き続け、いまなお
愛され続ける絵本作家・いわさきちひろ。
その激動の生涯と知られざる素顔を、息子
の目を通して描く。

大人から小中高校生まで親しめるよう、四
季折々の詩歌を、古典作品を中心に精選し
たアンソロジー。「冬」は、与謝蕪村、俵
万智、高浜虚子、室生犀星などの作品を、
わかりやすい解説とともに収録する。

特別展示



Ｘ

展示期間：１２／７(金)～１２／３０(日)

本との出会いは“たのしみ”こそカギ-。子どもを本の世界にさそいこ

むために、おとなは何ができるでしょうか。子どもたちの豊かな心を育

むヒントがつまったロングセラーを、よりいっそう読みやすくした改訂

新版。

『サンタクロースの部屋

　　　　　子どもと本をめぐって』

松岡 享子著

こぐま社　2015.11

請求記号：019.5マ

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

人気絶頂の最中、突如姿を消した一人の芸人-。お笑いコンビ「松本ハ

ウス」は、ハウス加賀谷の統合失調症悪化により1999年活動を休止し

た。相方・松本キックの視点を交えながら復活までの軌跡を綴る。

『統合失調症がやってきた』

ハウス加賀谷著，松本 キック著

イースト・プレス　2013.8

請求記号：916.2ハ

 

『メガネくんとハダシくん』
　

パジャマでごはんを食べるメガネくんと、着替えてから食べるハダシく

ん。少しずつお互いの「違っている」ところを知っていき…。ときにケ

ンカをしながらも絆を深めていく、2匹のクマのお話。

二見 正直さく 

偕成社　2018.１１

請求記号：913ヒ（児童）

 

916
2ハ

一般

019
5マ

一般

593
タ

一般

一条ゆかり、安野モヨコ、西村しのぶなど、人気少女マンガ家たちが、

マンガの中のファッション観や描き方について語ったインタビューを収

録。少女マンガ全70作品のファッション・カットも掲載。

『まんがファッション』

竹村 真奈編・著

パイインターナショナル　2012.1

請求記号：593タ

 

913
ヒ

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

なにがなんでも、この本は読んでほしい！
そんな私たちの熱い想い、あなたは受け取れるか！？
年の瀬だからこそ、読書するのもいいですね。
一足早い本のおみくじ、いかがですか？

お す す め 本

Ｘ
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12月9日

（日）

「原水爆禁止運動」
時間：午後2時～3時50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 ●『核も戦争もない世界を』（57分）

○「永遠なる平和を－原水爆の惨禍－」（23 分）

1954年の第五福竜丸事件の発端から、国民的な原水爆禁止運動への

発展経過が貴重な映像で記録されています（杉並区の取り組みについ

ての映像あり）。

○「戦争のない世界を－第三回原水爆禁止世界大会1957 東京－」

　（34 分）

8月の11日間、東京で開催された世界大会には、世界26ヶ国98 名も

の代表が集い、核と戦争のない世界を求めて語り合う。日本各地の議

会代表者による分科会までもがあった時代の熱い記録。

●ドキュメンタリー『生きていてよかった』（1956年　53分）

　第１回世界大会が被爆者救援をよびかけたことの具体化として、

1956年に日本原水協が製作した被爆者のドキュメンタリー。その年

の平和文化賞、ブルーリボン賞を受賞。原水爆禁止運動の原点を今日

に伝える映像。

監督：亀井文夫

※上映途中の出入りは自由です。 

当館は築 36 年を迎え、エアコンや照明、水周り等設備全般の老朽化が著しいことから、
これらを一斉に交換する大規模改修工事を行うこととなり、下記期間中の閉館を予定
しております。

　休館に際しては、予約資料の受取・返却や蔵書検索用のOPAC を設置した荻窪臨時
図書窓口（郷土博物館分館東棟１階（天沼 3-23-1））を開設します。
　また、中央図書館のみに所蔵されている資料の一部や、貸出の多い一般図書を高井
戸図書館（高井戸東 1-28-1）に移送・収蔵し、予約貸出等が行えるようにいたします。
　利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
※荻窪臨時図書窓口の開設日は改めてお知らせいたします。

休館期間：2019 年４月１日～ 2020 年８月３１日（予定）

中央図書館大規模改修に伴う休館のお知らせ
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講演/講座/イベント

映画会

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館12

12月2日

（日）

12月8日

（土）

大人のための読み語り 
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（当日先着順） 

申込方法：申込不要 
内容：樋口一葉、三浦哲郎作品ほか一編
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 

バリアフリー映画会 
「僕らのごはんは明日で待ってる」 
時間：午後2時～3時50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　60名（申込順） 

申込方法：電話(03-3391-5754)・ファクス

(03-3391-7803) または直接、中央図書館へお申込みくだ

さい。 
内容：2017年　日本
【監督】市井昌秀
【出演】中島裕翔　新木優子　片桐はいり　ほか 
無口でネガティブな亮太。太陽のように明るく超ポジティブな小春。二人が
大学生になったある日突然、小春は亮太に別れを切り出す。実は、小春は亮
太に言えない秘密を抱えていた。出会いから7年、運命の恋が再び動き始め
る—！ 

●バリアフリー映画とは
聴覚や視覚に不自由のある方や高齢者の方でも一緒に楽しめるように、
字幕や音声解説が付いた映画のことです。



月の予定　12

★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
宮前図書館：12月10日(月)～12月13日(木)蔵書点検

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

25 26 27 28 29

おはなし会

おはなし会

読み語り

おはなし会

おはなし会 バリアフリー
映画会

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

★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

12月 16 日～ 1月 6日の期間
お子様向け、冬の読書チャレンジ

やってます！本を借りてシールを集めよう !!

杉並区立中央図書館の

おはなし会

えいごおはなし会

一般映画会

毎月１回日曜日午前１０時３０分～（12/9）
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

23
30

24
31

★１２/３１( 月）～１/４( 金）は休館いたします★

クリスマス
　工作会

科学遊び

親子上映会


