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一般特集　皇室と王朝文化
　　　　　　　手に取ってみませんか
　　　　　　　いま、この本
YA特集　　辞典・事典・じてん！？
 　　 新刊ピックアップ
３月の催し物・図書館からのお知らせ

2019.3

suginami



展示期間：３／８(金)～３／３１(日)

「厳粛な催し」といったイメージに包まれた天皇即位式。近世江戸期、即

位式の意外な実態とは…。豊富な図像資料や当時の町触(市中掲示板)、公家

日記の分析を駆使し、庶民にとって胸躍る遊楽であった即位式の姿を活写

する。

『遊楽としての近世天皇即位式    　      庶民が見物した皇室儀式の世界 』
森田 登代子著

ミネルヴァ書房　2015.3

請求記号：210モ

一般

210
モ

平成最後の春。５月には新天皇が即位し、元号が改まります。
源氏物語の時代から千年を超えて受けつがれてきた、宮中の儀
礼や王朝文化の美についての本を中心に集めました。

ー２ー

皇居、迎賓館、旧宮家の邸宅…。明治維新後に建てられた、華麗な天皇家

や宮様の住まいは、江戸の町をどのように利用して建てられたのか? 立地

と建築の双方から、その見どころを探る。

『古地図で歩く天皇家と宮家のお屋敷    　                歴史と地形で愉しむ明治↔現代 』
岡本 哲志監修 

平凡社　2011.9

請求記号：S00．28ヘ

杉並資料

S00
28ヘ

1953年、明仁皇太子は大戦の遺恨が残る欧州を訪問。以来続く各国王室

との交流、市民との対話、戦没者の慰霊…。両陛下の振る舞いやおことば

から根底にある思いにせまり、皇室外交が果たしてきた役割を明らかにす

る。

『知られざる皇室外交』

角川新書

西川 恵著 

株式会社KADOKAWA　2016.10 

請求記号：319ニ

一般

319
ニ

展示期間：３／８(金)～３／３１(日)

ー3ー

一般

702 
モ

一般

383
9サ

いま、この本

『My　Room
　　天井から覗く世界のリアル』 

中央図書館では、毎年、中高生～大人向けにおすすめの本を選び、ブックリ
スト「いま、この本」を作成しています。「いま、この本2018-2019」に
掲載した本を展示します。

格差、矛盾、夢、歴史…あるフランス人が6年かけて世界を旅し、世界の「違い」を

「同じアングル」であぶり出した写真集。84名の若者が部屋の中心に座っていると

ころを天井から撮影し、彼らのインタビューとともに収録する。

動物行動学者デズモンド・モリスが古今東西の猫の絵の秘密を
解き明かす。古代エジプトから、現代のストリート・アートま
で、猫の“かわいい!”と“なるほど!”がつまった134点をオー
ルカラーで紹介する。

あらゆるジャンルの本をご紹介します。ページをめくると、知らない
世界があるかもしれません。

『手に取ってみませんか』

『デズモンド・モリスの猫の美術史』
　　

デズモンド・モリス著，柏倉 美穂訳 
エクスナレッジ　2018.7　 
請求記号：702モ
 

John Thackwray／著 
ライツ社
請求記号：383.9サ



展示期間：３／８(金)～３／３１(日)

寿司、カラオケ、マンガ、お受験…英語で説明できますか? 伝統文化
から社会事情まで日本のあらゆる話題を、約560点もの豊富な写真・
イラストで徹底図解。1999年刊「トレンド英語図解事典」を基に新
たに書き下ろし。

『英語で話すための日本図解事典』

西蔭 浩子著，トム・ディラン著

小学館　2009.9

請求記号：219ニ

 

新刊ピックアップnew

ー５ーー４ー

誕生日を調べるだけで性格がズバリわかる! 誕生日ごとに、基本
的な性格、恋愛の傾向、仕事運・金運・健康運、裏の顔などを
紹介する。2013年366日の誕生日別お天気運勢も収録。

『他人の「裏の顔」が怖いくらいわかる!悪魔の
  「誕生日」事典』

真木 あかり監修

宝島社  2012.9

請求記号：148タ

『14歳からの資本主義
君たちが大人になるころの未来を変えるために　　

Capitalism from the age of 14 years old 』
　

大きな曲がり角にある資本主義について、14歳の少年少女を念

頭におきながら、一緒に考え始めてほしいことを、語りかけるよ

うに解説する。NHK「欲望の資本主義」に登場した学者たちの

言葉も収録する。

丸山 俊一著 

大和書房 

2019.2

請求記号：332マ

 

148
タ

一般

219
ニ

一般

チョコレートに関するいろいろな言葉を50音順に配列した絵辞典。
チョコレートの歴史や種類、製造方法などの基本的な情報や特別編集
「映画の中のチョコレート」、コラムも収録する。

『チョコレート語辞典

　　チョコレートにまつわることばをイラストと豆知識で甘〜く読み解く』

Dolcerica 香川理馨子著

千住 麻里子監修

誠文堂新光社　2016.10

請求記号：588カ

588
カ

一般

332
マ

一般

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

『じてん』といえば、国語辞典に英和辞典、百科事典といろい
ろありますが、図書館にはさまざまな『じてん』があります。
ページを開けばそこには読み物としても魅力的な世界が広がっ
ているのです。

辞典 事典・・

じてん！？



ー６ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館
　３

３月９日

（土）

３月２日

（土）

「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） 

定員充足につき、募集を終了しました。

※当日のキャンセル待ちはございません。 

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。

大人のためのおはなし会
時間：午前10時～11時30分（開場：午前9時45分） 

場所：地下視聴覚ホール 

対象・定員：高校生以上の方　60名（当日先着順） 

申込不要 

子どもたちが聴いて楽しんでいる昔話などのおはなしの

世界を、大人の方に楽しみ親しんでいただく大人の方の

ためのおはなし会です。

主催・問合せ先：マザーグースの会・林

電話　090-4712-9783

後援：杉並区教育委員会 

１６ミリ映画会「さくら」 

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）申込不要 

生涯を桜の樹木に捧げた故佐藤良二氏の姿を通し、貧し

くとも豊かな心を持つ人間の幸福な生き方を描きます。

平成５年作品。

※途中の出入りは自由です。

募集終了

３月１７日

（日）

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、
下記期間中休館いたします。

　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。

※予約資料の受取等、休館に関する詳細については、館内配布のリーフレッ
ト、杉並区図書館ホームページにてお知らせしております。

休館期間：2019 年４月１日～ 2020 年８月３１日（予定）

中央図書館休館のお知らせ



月の予定　３

★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   

25 26 27 28 29 30

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
赤ちゃんおはなし会

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

大人のための
おはなし会

★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

「図書館だより」は４月から休刊いたします。
休館中はご不便をおかけしますが、

リニューアル後の中央図書館をご期待ください！

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～（３/24）
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

24
31

「詩と音楽が
恋をして」

16 ミリ映画会


