
杉並区立中央図書館

特集　　 「はじまりは本」

　　　 　「花と団子と小説と」

一般展示「鷗外 その時代と文化」

ＹＡ展示「思い出の本」
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本
『読書からはじまる』

はじまりは

本

アンドレ・ケルテス／撮影
渡辺 滋人／訳
巻頭詩／谷川 俊太郎
創元社　2013.11　　請求記号：748 ケ

『読む時間』 『世界の本好きたちが

教えてくれた

人生を変えた
本と
本屋さん』

エクスナレッジ  2019.4
請求記号：019.9 マ

深呼吸するように本を読む

読書において大事なのは「たくさん読む」ということで
はなく、好きな本を読みたいと思える心の余裕と、読む
ための時間と場所があるということ。詩人長田弘さんが
本について読書について語る言葉が心に響きます。

長田 弘／著
筑摩書房　2021.5
請求記号：BY オ

「本を読む」という
至福の時間が凝縮さ
れた写真集。

たくさんの言葉や感情を自分
のなかに残してくれる本。読
み終えた時から、新しい自分
がはじまる気がします。本と
人とのつながり、読書案内な
ど、本にまつわる本をご紹介
します。

ジェーン・マウント／著
清水 玲奈／訳
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二見書房 2021.5
請求記号
　：383.8 フ

何があっても、かならず巡っ
てくる桜の季節。その時々で
いろんな楽しみ方をみつけて
いきたいですね。花あり、団
子あり、感動あり、読んで季
節を味わえる本を集めました。

全国の桜スイーツといった食べる桜
をはじめ、栽培方法や歴史など、あ
らゆる角度から桜を紹介。見て食べ
て知って楽しめます♪

旭屋出版　2016.2
請求記号：596 ヒ

『美味しい櫻　　　　　　　　』

花

『桜の下で待っている』

たくさんの美しい和菓子
を写真やイラストで掲載。
和菓子作りの歴史や秘め
られた人々の思いから、
和菓子の奥深さに触れら
れる一冊です。

と

団子

『美しい和菓子の図鑑』

実業之日本社
2018.2
請求記号：BＧア

小説
と

と

ふと立ち止まってしまった時、自分
のはじまりの場所を再確認すること
でまた前に進むこと
ができる。ふるさと
へ向かう人たちの想
いを綴る短編集。

食べる桜・見る桜・知る桜

平出 眞／編著

青木 直己／監修

彩瀬 まる／著

２
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今年は森鷗外の没後 100 年。
作家であり、同時に軍医とし
て明治・大正を生きました。
その作品や同時代の著名人、
また留学先のドイツから見え
る 100 年前の社会とは？文化、
科学、社会を通して文豪・鷗

外の生涯に触れてみませんか。

鷗外 60 年の人生は、開国日本の近代
化と軌跡をほぼ同じくします。西欧
化を急ぐ国家と伝統的な家風との間
で揺れ、悩み、戦う知識人の姿をた
どる、鷗外伝の入門書。

筑摩書房　2000.3
請求記号：A（ちくま新書 237）

『森鷗外 明治人の生き方』

中央公論新社　2021.8
請求記号：913.6ﾔﾏ

『鷗外青春診療録控　　　　　』

のちに軍医総監にまで昇りつめる鷗
外。その若い頃、千住にある父の「橘
井堂医院」を手伝う青年医・森林太
郎の、人生を模索する日々を描いた
一冊です。

小学生の頃に読んだ本です。その時
は面白かった、という漠然とした感
想だけでしたが、高校生になった時
になんとなく気になってもう一度読
みました。やっぱり面白い！と思い
ましたし、この本のどこが好きなの
か、自分で分かるようになったのが
何より嬉しかったです。今でも一番
好きな本です。

ミヒャエル・エンデ／作
上田 真而子／訳
佐藤 真理子／訳
岩波書店　1982.6　請求記号：940 エ

『はてしない物語』

村上 春樹／著
新潮社　2005.3
請求記号：BG ム

『海辺のカフカ』

中学生の時に読みました。大人が読む本と
いうイメージから読まずにいたのですが、

「面白いよ」とすすめられ読み始めました。
やはりそれまで読んでいた子供向けの本と
は全く違った雰囲気でしたが、主人公は自
分と同い年くらいの少年だったので読みや
すかったです。内容はさすがに理解しきれ
ませんでしたが、この本の持つ不思議な雰
囲気に魅了されたのを覚えています。

鷗外

１階 CD コーナー奥にて展示中

4 月８日（金）～５月５日（木）

本は、読んだその時々で印象
が違います。今この時だから
こそ感じられるものを体験し
てみませんか。そして大人に
なった皆さんも読み返してみ
ませんか。昔とは異なる発見
があるかもしれません。

その時代と文化

千住に吹く風

2F　YAｺｰﾅｰにて展示中
３月４日（金）～５月５日（木）

（上 ・ 下）

山崎 一穎／著

山崎 光夫／著
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『ヴェルサイユ宮殿に暮らす  

『鎌倉幕府はなぜ滅びたのか』   

18 世紀、豪華絢爛なヴェルサイユ宮殿には、王を頂点に千
人以上がひしめきあって暮らしていた。雅びにみえる貴族
たちの日常生活とは ? 当時の報告書や書簡から、宮殿での
日々の営みをよみがえらせる。

ｳｨﾘｱﾑ･ﾘｯﾁｰ･ﾆｭｰﾄﾝ／著
北浦 春香／訳

白水社　2022.3
請求記号：235 ニ 

『水中考古学  地球最後のフロンティア

佐々木 ランディ／著 エクスナレッジ　2022.2
請求記号：202 サ 

坂本龍馬のいろは丸は銃を積んでいなかった ? カリブの海
賊の港町は一夜で沈んだ ? 湖に沈む一隻の釣り舟はキリス
トの舟だった ? 水中考古学で解き明かされた歴史の真実や、
水中考古学の魅力を公開する。

永井 晋／著 吉川弘文館　2022.3
請求記号： 210.42 ナ

窮乏する御家人、旧式化した騎馬武者の合戦、悪党の活動、
分裂した王家…。幕府政権が揺らぐなかで起きた、後醍醐
天皇による討幕運動。鎌倉末期10年の政治と合戦を詳述し、
幕府滅亡の理由を問う。

新刊紹介
中央図書館に入った

優雅で悲惨な宮廷生活 』  

』  
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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

　まだ第一次世界大戦の空気を残した 1920
年代のドイツ。
主人公はケルンで殺人課を担当していたが
トラブルに巻き込まれ、ベルリンの風紀課
に移動してきた刑事、ゲレオン・ラート警部。
ある日彼は死体安置所にあった遺体に見覚えがあることに気が
付く。それはラートのアパートに前の住人を訪ねてやってきた
男だった。彼は殺人課に戻るため独自捜査に乗り出すのだった。
　ドイツ史上最大の規模で制作された連続テレビドラマ「バビ
ロン・ベルリン」の原作。1920 年代の世界恐慌直前のドイツが
舞台の本書は、実在の人物と架空の人物がうまく絡み合い、当
時のワイマール文化を忠実に再現している。内容もさることな
がら歴史小説としての読みごたえも充分だ。また、タイトルの

「濡れた魚」は当時のベルリン警察関係者が用いた「迷宮入り」
の隠語となっている。
　本作は上下巻のうえ、続編も刊行されている。私は推理小説
や冒険小説の類は本来あまり読まないが本書はのめり込み一気
に読んでしまったほど面白い。
　喧騒と騒乱、絢爛たる 1920 年代のワイマール文化を是非文
章で感じていただきたい。

フォルカー・クッチャー／著　
酒寄 進一／訳
東京創元社　　2012.8
請求記号：BR ク

『濡れた魚』　(上・下 )

高円寺・阿佐谷所蔵



図書館だより
２０２２年 ４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。

詳細は 
なかよしつうしん 
をご覧ください。

　 ：おはなし会
　：あかちゃんタイム

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　　９：００～２０：００
日・祝　　９：００～１７：００
休館日　　第１・第３木曜日

4 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 99

1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323

2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030


