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一般特集　一年
　　　　　　　行事・祭り・豆知識
　　　　　　　防災とボランティア週間
YA特集　　ミステリー
 　　  新刊ピックアップ
1月の催し物・図書館からのお知らせ



展示期間：１／５(土)～２／６(水)

一般

386
ヒ

ー２ー

普段ごはん、旬の食材、旅、花、手土産…。素材の味を生かした、やさし

くシンプルな料理が人気の料理家・渡辺有子が、1月1日から12月31日ま

での365日を、美しい写真とエッセイ＆レシピで綴る。

『３６５日。小さなレシピと、日々のこと』

渡辺 有子著 

主婦と生活社　2014.12

請求記号：５９６ワ

一般

596
ワ

日本に古くからある「しきたり」の由来を、四季折々の美しい写真ととも

に紹介し、形骸化しつつある日本人の「心のかたち」を問い直す。白洲次

郎・正子を祖父母に持つ著者だからこそ語れるエピソードも満載。

『白洲家としきたり』

白洲 信哉著 

小学館　2010.12

請求記号：３８６シ

一般

386
シ

１年
２０１９年が始まりました。今年の目標は何か決めましたか？
気がつくとあっという間に過ぎてしまう３６５日。季節を感じ
ながら１日１日を大切に過ごすヒントになる本を集めました。
手に取ってみて下さい。

墨の匂いと書き初め、ひな祭りにちらし寿司、野点日和、冬を乗り切るカ

ボチャとユズ湯…。昔ながらの行事、四季を自宅で楽しむためのさまざま

なヒントを、イラストを使って紹介する。

広田 千悦子著 

技術評論社　2006.12

請求記号：３８６ヒ

『おうちで楽しむにほんの行事』

展示期間：１／５(土)～２／６(水)

ー3ー

一般

780
ニ

一般

386
ホ

防災とボランティア週間

『東京オリンピックのボランティアになりたい人が読む本

　～3大会のボランティアを経験したオリンピック中毒者が教える～』 

1月15日から1月21日は「防災とボランティア週間」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。

ボランティアとしてロンドン大会、ソチ大会、リオ大会に参加し、オリ

ンピックに魅了された著者が、オリンピックボランティアの役割、オリ

ンピックボランティアになるための選考プロセスなどを紹介する。

祇園祭だけじゃない! 毎日のように祭や行事がある京都で「い
つ、何が、どこで」行われているかがわかるデータブック。各
月のはじめに、祭と行事の開催日がわかるイベントカレンダー
も掲載。データ:2017年11月現在。

年中行事や、日本のお祭りに関する本。
知っていると役に立つ豆知識の本を集めてみました。

『行事・祭り・豆知識』

『京の祭と行事365日』
　　

星野 佑佳写真，淡交社編集局編
淡交社　2018.1　 
請求記号：386ホ

 

西川 千春著
イカロス出版　2018.6
請求記号：780ニ



展示期間：１／５(土)～２／６(水)

途中は全部正しいのに、結論は大間違い? パズル好きに挑戦する、ち
ょっと変わったパズル。巧妙に隠された「ウソ」はどこにある? 小学
生でも楽しめる初級編から、あたまを悩ます上級編まで、65問を収
録。

『間違いさがしパズル傑作選』

中村義作著

阿邊恵一著

講談社　2005.9

請求記号：Ａ（ブルーバックスＢ-1494）

　　　　　　（保存庫）

考える事は好きですか？
今月の展示のテーマは「ミステリー」。なぞ解き、
ミステリー、クイズなどの本を集めました。毎日色
々なことを考えている方も特に何も考えていない方
も、ぜひなぞ解きに挑戦してみて下さい。

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

エリザベス朝時代に息づいていた「ヘラクレス的英雄像」と重ねあ
わせて読めば、ハムレット本来の姿がよみがえる-。謎多き作品「
ハムレット」の驚きの真実を解き明かし、現代のシェイクスピア研
究を新しい地平へと導いた名著。

『謎解き『ハムレット』
　　　　　　　　　　名作のあかし』

河合祥一郎著

筑摩書房  2016.3

請求記号：ＢＲシ

　 

 

 

『風と行く者』守り人外伝

　

「天と地の守り人」後のバルサを過去の回想を交えて描く、「守

り人」シリーズ外伝。少女時代のバルサとジグロの旅が現在のバ

ルサの旅と交叉し、ゆたかな物語が立ちあがる。

上橋菜穂子作

作竹美保絵　 

偕成社　2018.12

請求記号：913ウ（児童）

 

1494

保存庫新書

目次から仕掛けられた大胆な罠、全編にわたる絶妙な伏線、そして最
後に明かされる真相…。80'sのほろ苦くてくすぐったい恋愛ドラマは
そこですべてがくつがえり、2度目にはまったく違った物語が見えて
くる…。

『イニシエーション・ラブ』

乾くるみ著

原書房　2015.３

請求記号：イ307

 

イ307
一般

913
ウ

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

ミステリー

楽しく思考の盲点をつく 65 問

シ

ブルーバックス
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月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館　１

1月14日

（月・祝）

「二宮金次郎物語〈愛と情熱のかぎり〉」

 ~映画上映と映画監督講演会~ 
日時：午後1時30分～4時（開場：午後1時） 

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：1997年度　日本

【監督】後藤秀司

【出演】林泰文、細山田隆人、久我陽子、真野響子、寺

尾聰　ほか 

清貧・ 勤勉・親孝行など、現代では死語と化してしま

った、これらの言葉を彷彿とさせる人物・二宮金次郎。

この二宮金次郎の少年期から青年期にかけてスポットを

当てた愛と感動の作品。（二宮金次郎物語作品解説より

）

●午後１時30分～2時　『講演会』　「私の映画人生

と二宮金次郎」　映画監督：後藤秀司

●午後2時～4時　『映画上映』　「二宮金次郎物語〈

愛と情熱のかぎり〉」

ー７ー

１月２１日

（月）

１月２７日

（日）

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

展示期間：平成30年11／3(土)～平成31年3／31(日)
場所：１階展示コーナー（ＣＤｺｰﾅｰ横）　ほか全館

「谷川俊太郎の世界」～二十億光年の孤独～
特別展示

「第15回すぎなみ本の帯アイデア賞」

入賞作品展示します！S

開館時間中（最終日は午後3時まで） 

場所：中央図書館　2階参考図書室前展示コーナー 

内容：「お気に入りの一冊に帯をかけて、家族や友だち

にすすめてみよう！」という図書館からの呼びかけで始

まった「すぎなみ本の帯アイデア賞」は、今回もたくさ

んの応募をいただきました。

小学生、中学生の力作555点の中から、

●本の帯アイデア大賞

●本の帯コピー賞

●本の帯ビジュアル賞

●本の帯特別賞

●アイデア賞

に20点のすばらしい帯作品が選ばれました。

入賞作品を中央図書館で展示します！

ぜひ、ご覧ください！ 

～



月の予定　１

★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   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

赤ちゃんおはなし会

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
★高円寺図書館：1月２１日 ( 月）～１月２４日 ( 木）蔵書点検でお休みです

明けましておめでとうございます。
ことしも本をたくさん読んでください。

杉並区立中央図書館の

おはなし会

映画会えいごおはなし会

毎月１回日曜日午前１０時３０分～（1/13）
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


