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杉並区立中央図書館

新刊紹介
図書職員の本棚

特集

 「おべんとうスタイル」
一般展示

 「かわいいどうぶつ大集合」
 「いま、この本」
YA 展示

 「数の物語」
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今月の特集

おべんとうスタイル

加藤 文俊／著
草思社　2015.10
請求記号：383.8 カ

いつ、どこで、誰と、どの様な
お弁当を食べますか？お弁当を
持っていく方、作る方も多くな
るこの時期に、お弁当について
新しい見方を発見し、気軽に楽
しんでみませんか。

権代 美重子／著　
法政大学出版局　2020.4
請求記号：383.8コ

『日本のお弁当文化
　 知恵と美意識の小宇宙』　

『おべんとうと日本人』 『食文化・郷土料理がわかる
  　
   世界 220 カ国・地域料理の作り方や　    
　食材を通してお国柄を知る』　

青木 ゆり子／著
誠文堂新光社　2021.7
請求記号：596.4 ア

お花見弁当や駅弁など、様々なお弁当の歴史を紐解きながら
お弁当の魅力と文化を伝えます。小さな箱に詰められた昔な
がらの知恵や工夫を知ることで、あなたのお弁当の世界が広
がることでしょう。

見て楽しい、食べておい
しい ! 世界の郷土料理も
学べる一石二鳥な 1 冊。

一人ひとりのライフス
タイルに応じた日本人
のお弁当事情を掘り下
げて解説。

世界の国旗弁当
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１階 一般展示１

3 月 3日 ( 金）～ 4月 5日（水）

愉快で楽しい動物の親子、いた
ずらで甘えん坊の動物の赤ちゃ
んなど、かわいい動物の本が大
集合。思わずキュンとするよう
なかわいい姿の動物たちを見て
癒されてください。

大庭 秀一／監修
メイツ出版　2017.6
請求記号：489 メ

小原 玲／著
講談社ビーシー　2018.11
請求記号：488 オ

『小学生でも安心！
  はじめてのハムスター  
   正しい飼い方・育て方』　

『だれの手がた・足がた？
　　　手足でわかる動物のひみつ』

『ひなエナガちゃん』　

おうちの中でかわいいハムスターと遊ぶ方法だけではなく、
おうちに迎える準備、応急手当や看病など、健康管理の方法
まで、写真つきで解説されています。ハムスターと仲良く暮
らすコツがわかる読みやすい 1 冊です。

生後間もないシマエナ
ガのヒナが、大人にな
るまでを追い続けまし
た。懸命に成長してい
く愛くるしい姿を収
録！

手がたや足がたを見る
だけで、泳ぐ動物、狩
りをする動物、長い旅
をする動物などの違い
や、動物の秘密がわか
ります。

かわいいどうぶつ
大集合

有沢 重雄／構成・文
小宮 輝之／監修・
手がた足がた図版
偕成社　2019.2
請求記号：489 ア
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１階 一般展示２

３月３日 (金）～５月７日（日）

杉並区立中央図書館では、毎年、
中高生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 2022 ～ 2023」に掲載
した本と、過去に掲載した本を
展示いたします。

いま、この本

『マスク越しのおはよう』
山本 悦子／著
田中 海帆／絵
講談社　2022.9
請求記号：913 ヤ

森 由民／著　
村田 浩一／監修
緑書房　2022.５
請求記号：481 モ

『青のなかの青　

フィオナ・ロビンソン／さく
せな あいこ／やく
評論社　2021.３
請求記号：EY２

『彼方の光』

シェリー・ピアソル／作
斎藤 倫子／訳

偕成社　2020.12
請求記号：930 ヒ

アンナ・アトキンスと世界で最初の青い写真集』

『ウソをつく
  生きものたち』
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２階 ＹＡ展示

3 月 3日 ( 金）～ 4月 5日（水）

文系だから数字は苦手という人
も多いのでは？そこで、数や理
系を題材にした小説、パズルや
ビジュアルで楽しめる本を集め
ました。苦手意識は拭えなくて
も、覗いてみたい美しい「数の
世界」をご紹介します。

まはら 三桃／著　
講談社　2020.6
請求記号：913 マ

数の物語

『無限の中心で』　

『ぼくの見つけた絶対値』 『黄金比　自然と芸術にひそむ
　　　　　　もっとも不思議な数の話』

新聞部の助っ人をすることになった文系少女とわ。数学オリ
ンピックの取材のため訪れた数学研究会の教室では、3 人の
部員が「木曜日のミステリー」と呼ぶ謎で盛り上がっていた。

キャスリン・アースキン／著
代田 亜香子／訳
金原 瑞人／選
作品社　2012.7
請求記号：933 ア

スコット・オルセン／著
藤田 優里子／訳
創元社　2009.11
請求記号：414 オ

美しい図版で世界の不
思議を網羅する現代の
錬金術シリーズの 1 冊。

数学ぎらいの少年の劣等
感というマイナスの感情
をプラスに変える物語。
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『逃亡の書　西へ東へ道つなぎ』  

『上海記憶の散歩 』　

済州島のイエメン難民、亡命したカタルーニャの音楽家パ
ウ・カザルスとドイツのユダヤ系作家ヴァルター・ベンヤ
ミン、ウクライナ避難民……。時代も場所も異なる人びと
の「逃げる技法」を実装するための思想書。

前川 仁之／著 小学館　2023.1
請求記号： 915.7 マ

『天下人たちの文化戦略　科学の眼でみる桃山文化』
北野 信彦／著
 

吉川弘文館　2023.2
請求記号： 210.48 キ

信長・秀吉・家康ら天下人は、なぜ豪華絢爛な城郭御殿や
特色あるデザインの美術品を作らせたのか。文化財にわず
かに残る材料や技術を科学的に分析。海外交易を背景に技
術力と財力を駆使した、権力者たちの文化戦略に迫る。

陳 祖恩／著
銭 暁波／訳
森平 崇文／訳

勁草書房　2023.1
請求記号： 222 チ

石像と城壁、シャンハイ・クラブ、プラタナス並木の武康
路……。中国一の国際都市・上海の近現代史を語る上で重
要なストリートの歴史と特色を、そこで発生した出来事な
どの細やかなエピソード、豊富な写真とともに解説する。

中央図書館に入った

新刊紹介

７７

　

図書館員の本棚
図書館スタッフのおススメの本を紹介するコーナー

　椎名誠氏は少年の頃から漂流記に夢
中になり、実に 100 冊以上の蔵書があ
るそうだ。その中から「食」をテーマ
に読み応えのあるものを選び抜いて、
彼らしい軽妙な筆致で紹介したのがこ
の本である。
　私はそれほど漂流記マニアではないが、吉村昭著の
小説『漂流』を読んで以来、このジャンルに興味を惹
かれてきた。難破した船から壮絶な日々を経て生還し
た記録を読んでいると日常を忘れ、また人間の持つ底
力に驚嘆することができた。
　この本はお得だと思う。古今東西の多くの漂流記を
一度に堪能でき、しかも著者自身のエピソードも楽し
める。例えば彼が TV の取材で大黒屋光太夫の足取り
を追った話や、『無人島に生きる十六人』という本を入
手した経緯の話など……。
　表紙は堅い学術書のようだが、中味はワクワクに満
ちている。

椎名 誠／著　
新潮社　2021.7
請求記号：290 シ

『漂流者は何を食べていたか』



図書館だより
２０２３年 ３月 1 日
杉並区立中央図書館　発行

公式HP所在地
〒１６７－００５１
杉並区荻窪３－４０－２３
☎ ０３－３３９１－５７５４

新型コロナウイルス感染防止の為
マスク着用をお願いいたします。
長時間のご利用はお控えください。

　 ：あかちゃんタイム
　：おはなし会

詳しくは、図書館カレンダー、
図書館ホームページをご覧ください。

開館時間
月～土　　午前９時～午後 8 時
日・祝　　午前９時～午後 5 時
休館日　　第１・第３木曜日

３月 のカレンダー
日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 22 33 44

55 66 77 88 9 9 1010 1111

1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818

1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525

2626 2727 2828 2929 3030 3131

一般映画会

詳細は なかよしつうしん をご覧ください。
『荒野に希望の灯をともす

～医師・中村哲　現地活動 35 年の軌跡～』
３月１５日 ( 水 )

 ①午前 10 時～　②午後 2時～
 定員 30 名 ( 先着順 )

一般映画会


