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一般特集　旅に出たくなる本
　　　　　　　生活習慣病予防関連
　　　　　　　心があたたまる本
YA特集　　こんな時、何を読んだ？
 　　 新刊ピックアップ
２月の催し物・図書館からのお知らせ



本旅
展示期間：２／８(金)～３／６(水)

一般

686
イ

ー２ー

子育てもひと段落したお母さんの久々の旅。気持ちよく出かけるためには? 

静岡県沼津市の雑貨店「hal」オーナーによる、お母さんの視点から見た旅

の指南書。予算から持ち物まで、すべてお見せします。

『お母さん、旅はじめました』

後藤 由紀子著 

光文社　美人時間ブック　201６.12

請求記号：Ｔ（ガイドブック）

僕は諦めない。ハッピーエンドが待ってるんだ…。心優しい青年サトルと

カギしっぽの猫ナナが見る美しい景色、出会う懐かしい人々。現代最強の

ストーリーテラーによる、心にしみるロードノベル。

『旅猫リポート』

有川 浩著

文藝春秋　201２.１１

請求記号：ア３１５

一般

ア315

旅に出たくなる本
今年やってみたいこと、行ってみたいところ…考えているだ
けでも楽しくなってきます。今月は、読んで旅に出たくなる
本を集めてみました。忙しくてそんな時間なんてない！とい
う人も、脳内旅行をお楽しみください♪

乗るたのしみ、鉄道でみつけたもの、旅と人生…。汽車への思いで満ちた

作品集。室生犀星「急行列車」、若山牧水「みなかみ紀行」などの名作か

ら、南伸坊、片岡義男らの書き下ろしまで、50編の鉄道の旅を収録。

池内 紀編　松本典久編 

東京書籍　2018.2

請求記号：６８６イ

『読鉄全書』

おとなだからこそ楽しめるゆるやかな時間Ｔ
ガイドブック

展示期間：２／８(金)～３／６(水)

ー3ー

一般（保存庫）

914
7セン

一般

498
5タ

心があたたまる本

『心にしみるいい話　珠玉編  』 

寒い冬に、「ホッコリ」心があたたまる本を集めてみました。

親子、教師と生徒とのきずな、見知らぬ人から受けた親切など、ほのぼ

のと心あたたまるエピソード60編。北海道新聞社をはじめとする8社

の地方新聞社がそれぞれ企画し、集まった作品3300編から精選した全

国版。

リンゴの中でもとくに皮の部分に多く含まれているアップルペ
クチンが腸内環境を整え、大腸ガンや生活習慣病などを予防す
る! アップルペクチンのパワーや作用、効率的な摂取法を紹介
する。

2月は「全国生活習慣病予防月間」です。杉並区立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。

『生活習慣病予防関連』

『リンゴを皮ごと食べれば腸がきれいになる!
整腸作用、大腸ガン予防、生活習慣病予防に効果がある

アップルペクチンに注目』
　　

田澤 賢次著 
実業之日本社　2014.9　 
請求記号：498.5タ

 

全国新聞連合シニアライフ協議会編 
講談社　1996.11
請求記号：914.7セン（保存庫）

だ　り



展示期間：２／８(金)～３／６(水)

人は誰もが起業家として生まれている。小さなビジネスを起こす過程
で、実践して気づいてほしいことは3つしかない。「週末起業」の著
者がたどり着いたちいさなちいさな物語。すべての起業を志す人にお
勧めの一冊。

『かき氷の魔法

　　　世界一短いサクセスストーリー』

藤井 孝一著 

幻冬舎　2005.８

請求記号：330フ

 

一般

330
フ

一般

916
タ

好きな人がいる、親が面倒、毎日たいくつ、いじめ

を目撃、強くなりたい、悪いことがしたい、生きる

のがつらい…こんな症状にオススメの本を処方。

私はこれで和らいだ！などの口コミも募集。

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

井上ひさし「万引き」、池田晶子「いじめの憂鬱」など、中学生ま
でに読んでおきたい、悪とは何かを考える話を収録。小学5年生以
上の漢字にルビをふり、見やすい図版入り脚注を付ける。松田哲夫
による解説も掲載。

『中学生までに読んでおきたい哲学　2 
　　　　　　　　　　　　　　悪のしくみ』

松田 哲夫編 

あすなろ書房  2012.7

請求記号：１００ア（児童）

　 

 

 

『わくわく!探検れきはく日本の歴史 4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   近代・現代』

国立歴史民俗博物館が小中学生に向けて日本の歴史と文化をやさ

しく解説。展示をもとにしたストーリー性重視の構成で、ジオラ

マや復元模型などの図版も満載。4は、産業の発展、戦争と人の

暮らしなど、近代・現代を説明する。

国立歴史民俗博物館編 

吉川弘文館

2019.1

請求記号：210コ（児童）

 

うちって「普通」なのに、なんだか「普通」じゃない。お母さんが、
重苦しい…。娘を支配し、娘を通して第二の人生を生きようとする母
親との戦いと決別、そして自立に至るまでを漫画で描く。

『母がしんどい』

田房 永子著

新人物往来社（KADOKAWA）

2012.3

請求記号：916タ

 

210
コ

児童

100
ア

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

こんな時、 何を読んだ？



ー７ー

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：～2019年3月31日(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

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

『詩は音楽にならなかった言葉であり、音楽は言葉にならなか

った詩である。』

ヘルマン・ヘッセの言葉（ドイツの詩人・小説家、ノーベル文

学賞受賞者 / 1877～1962）

ー６ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館
　２

３月２日

（土）

２月２４日

（日）

２月１６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：赤川次郎、宮部みゆき作品ほか1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 

「詩と音楽が恋をして」詩の朗読×ギターの調べ×対談 
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：幼児以上の方　60名（申込順） 

申込方法：2月2日（土）午前9時から電話

(03-3391-5754) または直接、中央図書館へお申込みくだ

さい。 

内容：詩人・谷川俊太郎氏とクラシックギタリスト・福田進一

氏の対談を交えながら、谷川氏による自作詩の朗読と福田氏に

よるギターの演奏をお楽しみいただきます。

　16 ミリ映画会
「月面着陸から 50 年」 

時間：午後2時～3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：『宇宙へのフロンティア』　1991年（日本語字幕）

この作品は、アポロ宇宙飛行士の月への実体験をＮＡＳＡ・9

回の月面探索で撮影された何万フィートにもおよぶフィルムの

中から厳選された、アポロ計画の神髄を描いた唯一のドキュメ

ンタリー映画。

※途中の出入りは自由です。

３月の催し物

★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



月の予定　２

★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 ・ ・

おはなし会

おはなし会

おはなし会

大人のための
読み語り

おはなし会

おはなし会 16ミリ映画会

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

インフルエンザが流行る時期です。
お体に気を付けて。

杉並区立中央図書館の

おはなし会

えいごおはなし会

毎月１回日曜日午前１０時３０分～（2/10）
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

科学あそびの会


