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今月号の表紙は、T・Fさんの作品を掲載させていただきました。

ご応募ありがとうございました。

引き続き、イラストを募集しております。

講座

知の

散歩道

★杉並区立図書館の休館日

第1・3木曜日：中央・永福・宮前・成田・西荻・下井草

第1月曜日・第3木曜日：柿木・高円寺・阿佐谷・南荻窪

　　　　　　　　　　　高井戸・方南・今川

★開館時間

月～土曜日　　午前9時～午後8時

(今川のみ午前9時～午後9時まで)

日曜日・祝日　午前9時～午後5時

★お話会は①毎週水曜日午後3時～②毎週日曜日

午後2時30分～、児童おはなしの部屋で行っています。

工作会

こわいお話会

毎週水曜日：午後3時～
毎週日曜日：午後2時30分～
1階児童コーナー奥　おはなしの部屋

節電、してますか？

『節電しながら猛暑を乗り切る！エコ涼生活』

『なぜ、日本人は桜の下で酒を飲みたくなるのか？』

著者　西岡　秀雄
出版社　PHP研究所　2009．3
請求記号　387ニ
★中央・永福・柿木・宮前所蔵

日本の花といえば桜。桜といえば花見。花見とい
えば酒。なぜ日本人はサクラの木の下でサケを飲
むのか。謎を解く鍵は「サ」にある。「サ音」の
神聖視を手がかりに日本民族のアイデンティティ
ーを探り、お花見の起源を解明する。

お話工作会

映画会

講演会

Leaf&Leafだより

第２回『猫ちゃん写真展』やってます！

営業時間：平日・午前11時～午後７時（ラストオーダー午後６時）
　　　日・祝日・午前11時～午後４時（ラストオーダー午後３時）
★定休日：水曜・休館日

「猫の合同写真展」です。

みなさまにご応募いただいた

かわいいネコちゃん写真が、店内に飾られます！

ぜひ、見に来てください！

～中央図書館B1F　Tea Room～

★７月６～３１日★

講演会

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ

科学遊びの会

映画会

赤ちゃんとおかあさん、おとうさんが、楽しい時間を過ごせるように、

「あかちゃんタイム」を設定しました。赤ちゃん連れの保護者の方を、

図書館スタッフがサポートします。

他のご利用者の皆さまには、どうかご協力をお願いいたします。

★「赤ちゃんタイム」実施中です！★

毎週火曜日１０時～１２時

講演会

こども映画会

親子映画会

一般映画会

青空お話会

一般映画会

人形劇

☆お願い☆

図書館の本はみんなの本です　大切に読みましょう　

水濡れや書き込み、破損、汚れなどは、弁償の対象

となる場合があります。ご注意ください。

皆さまに気持ちよくご利用いただくために、ご協力

をお願いいたします。

科学遊びの会

著者　嶽　春来
出版社　北辰堂出版　2011．7
請求記号　590タ
★中央・阿佐谷・下井草所蔵

うちわ、濡れタオル、ハッカ油、打ち水、緑のカーテン…。
エアコンを使わずに涼しくなる方法をはじめ、涼しくなるた
めの環境の整え方、猛暑に負けないための予防など、今日か
ら使える暑さ対策を紹介。

講座・知の散歩道

あかちゃんタイム

お話会

お話会/特別お話会

お話会/特別お話会

30周年記念対談
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☆枠物☆
　　　絵や文字がネオンサインのようにみえるもの。
☆立火☆
　　　火の粉を地上から勢いよく吹き上げるもの。
☆スターマイン☆
　　　多くの花火玉を同時、または次々と打ち上げる打ち出
　　　しもの。

おもちゃ花火は一般にお店で購入でき、資格や免許などがな
くても扱える花火です。形や火薬の量、構造などが法律によ
って定められており、国内に限らず輸入の花火についても安
全検査を通過してから消費者の手にわたります。

★線香花火★
　　手に持つ花火で、先端から火花が松葉のように出ます。
★ねずみ花火★
　　地上に置く花火で、先端から火の粉を噴いて回転走行し
　　ます。
★クラッカー★
　　「音花火」という種類の花火です。最近は、ゴミの散ら
　　からないものなど様々な種類が作られています。
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仕掛け花火おもちゃ花火

エコバッグの普及とともに、見直され始めている『ふろしき』。ふろしき
に関する本も次々に出版されています。ここでは、眺めるだけでも楽しい
ふろしきに関する本と、ふろしきの基本的な使い方をご紹介します。

情報リテラシー講座・初級編

日ごろ、“調べ物”で悩むことはないですか?調べ方がわからず解決できなかった経験はありませんか。

そんな時、インターネットで検索できると便利です！簡単な“調べ物”をインターネットで調べて、解

決のヒントを一緒に探してみませんか。

～あなたの“調べ物”解決しませんか～

日時　1月20日(火)　午後1時30分～4時30分

場所　済美教育センター　2階　パソコン室　(杉並区堀ノ内2－5－26)　講師　女子美術大学杉並図書館職員

対象　区内在住・在勤・在学の中学生以上の方(キーボード操作はできる方で、これからインターネット検索

をやってみたい方)　定員　20名(抽選)　費用　無料

申込　往復ハガキに、①住所②氏名③年齢④電話番号⑤返信用の住所を書いて、「中央図書館　情報リテラ

シー講座担当」へ　※応募ハガキにお調べになりたい事項をひとつお書きください。(例えば…「ふろしき」

のいろいろな包み方を知りたい)　ただし、内容によってはお調べできない場合があります。

☆本への書き込み・切り取りはやめましょう☆

　最近、鉛筆やマーカーによる本への書き込み・切り取りが増
えています。一部の方の心無い行為によって、多くの利用者の
皆さんが迷惑しています。
　本は大切な区民の財産です。ルールとマナーを守ったご利用
に、ご協力をお願いいたします。

『図書館のプロが教える〈調べるコツ〉

誰でも使えるレファレンスサービス事例集』

著者　浅野　高史・かながわレファレンス探検隊
出版社　柏書房　2006．9
請求記号　015ア
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

知りたいことがあるけれど、調べ方がわからない…そんな時

参考にしていただきたい1冊です。ぜひ、ご一読ください。

日時　10月17日(土)　午後2時～

場所　中央図書館　地下視聴覚ホール

対象　中学生以上

定員　40名(申込順)

※電話または中央図書館で直接お申込みください。

★夏の工作会★

おりがみでたなばたかざりを作ろう!!

日時　7月4日(日)　午後1時～

場所　地下視聴覚ホール

※申し込みは不要です。

※小さい笹のプレゼントがあります。

今年もやってます!!夏休み児童向け企画

☆夏休みチャレンジ2010☆

　本を3冊以上借りるか、本の感想文を書くとシールを1枚お渡

しします。(シールは1日1枚までです)

　シールを10枚集めたお子さんには、すてきなプレゼントが…!!

　長い夏休み、みなさんのチャレンジをお待ちしています。

おはなし朗読会

第1部　「足みじかおじさんの旅」「ハルのふえ」

第2部　「手ぶくろをかいに」

日時　7月18日(日)　午後2時30分～3時25分

場所　地下視聴覚ホール

講師　劇団目覚時計

定員　先着40名

※事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

おはなしを聞く楽しさを、お子さんと一緒に体験しましょう。

実施期間　7月18日(日)～9月5日(日)

こわいおはなし会

暑い夏、こわいおはなしを聞いて、涼しくなりませんか？

日時　8月25日(水)　午後3時～4時(途中休憩を10分～15分はさみます)

　　　　　　　　　※前半は小さい子向け・後半は大きい子向けです。

場所　中央図書館　地下視聴覚ホール

定員　なし　※事前の申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

★おはなし会のスタンプカードを持っている方は、スタンプを押せますので、

お持ちください。(持っていない方は当日お渡しします)

表紙のイラスト大募集！

「図書館だより」の表紙のイラストを募集しています。

テーマ：季節のイラスト

大きさ：原寸・約7cm×7cm(大きめに描いていただければ、縮小印刷い

たします)

※白地の紙に黒のサインペンまたはボールペンでお描きください。

締　切：毎月20日

イラストは、カウンタースタッフにお渡しください。
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19
★この講習会を受講して、「１６ミリ映写機操作講習会終了証」を取得

すると、中央図書館で、映写機や１６ミリフィルムを借りることができ

ます。（※団体登録が必要となります）

『からだにうれしい、ひとり

暮らしの簡単ごはん』

児童向け　催し物

著者　渡部　明日香／渡部　和泉

出版社　アスペクト　2010．6

請求記号　596ワ

★中央のみ所蔵

科学のブックトーク「目で見る、目を見る」

対象：幼児（保護者同伴）、小学生

時間：午後２時～　

場所：調べ学習室（児童コーナー２階）

定員：30名　※事前のお申込みが必要です

(申込はカウンターまたはお電話で）

土

11

ものを見るってどんなこと？昆虫や動物の目は、人の目とちがうの？

など、目や見ることに関連した科学的・理科的な絵本や読み物を紹介

します。トリックアートではどんなふうに見えるのか、自分の目で確

かめてみよう！
講座「知の散歩道」第３回　
子どもたちと外国語との出会いを演出する

講師：宮本　弦　氏（白百合女子大学文学部教授）

共催：白百合女子大学　言語・文学研究センター

午後２時～４時　地下視聴覚ホール

定員：当日先着60名

※事前のお申込みは不要です。

土

15

聞いて楽しむお話の世界
～「三つのりんご」と中央図書館員によるスペシャルおはなしかい～

対象：幼児から大人まで

時間：１部　午後２時30分～３時（幼児～小学校低学年向け）

　　　２部　午後３時10分～４時（小学校中学年～大人向け）

場所：地下視聴覚室　　定員：50名（申込みは不要です。直接開場へ）

日

11

『鉄道ひとり旅入門』

著者　今尾　恵介
出版社　筑摩書房　2011．6
請求記号　686イ
★中央・高円寺・成田　他7館所蔵

あえて遅い列車に乗り、ひとり旅
に出よう。車窓の風景に目をこら
して、想像をめぐらせば、その土
地の営みや、過去や未来も見えて
くる。初心者から達人まで、カリ
スマ「乗りテツ」が指南する鉄道
ひとり旅入門。

のんびり旅行がしたい！

『安心して楽しめるはじめての
海外旅行』

編集　グループTEN海外企画室
出版社　池田書店　2012．4
請求記号　T
★中央のみ所蔵

はじめての海外旅行を安心して楽しめ
るよう、旅の準備から帰国までの手順
や注意点などについて、ベテラン添乗
員のアドバイスをまじえて解説する。

新しい趣味をはじめたい！

『基本が身につく初歩からの
水墨画　手に取るようにわか
る徹底レッスン』

著者　塩澤　玉聖
出版社　日貿出版社　2010．5
請求記号　724．1シ
★中央・高円寺・高井戸・方南所蔵

最初にそろえたい道具の選び方か
ら、墨と筆の扱い方、基本の筆づ
かい、よく使われる技法、色の使
い方まで、初めて筆を持つ初心者
や独習者にもわかりやすく解説す
る。季節の花や実、野菜などを中
心とした作例も豊富に掲載。

『技を極める弓道』

著者　高柳　憲昭
出版社　ベースボール・マガジン社
　　　　　2007．11
請求記号　789タ
★中央・柿木・西荻　他4館所蔵

的中率が上がれば、弓はもっと楽しく
なる! 射法の基本、弓具の使い方、ク
セ矯正法、メンタル強化、審査と競
技、弓の歴史など、「弓のすべて」を
徹底解説。
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あけましておめでとうございます

『若返り片付け術　ため込むと
老け込むは一緒です』

著者　宮城　美智子
出版社　朝日新聞出版　2012．10
請求記号　597ミ
★中央のみ所蔵

片付けることで「過去」「未来」に縛
られず「今」を生きることができる! 
「老け込む」と「ため込む」は一緒と
となえる著者が、若返るための片付け
術を紹介する。片付けで若返った実例
も収録。

「今年こそ…」

部屋を片付ける！

『片づけの教科書　このスッキリは
一生もの！』

著者　小松　易
出版社　青春出版社　2011．3
請求記号　336コ
★中央・宮前所蔵

モノが片づいただけでなく、集中力や
決断力まで身についたという人や、話
し方がうまくなった人も! 「出す・分
ける・減らす・しまう」の4つのルー
ルを使って、情報や考え方までシンプ
ルに整理する方法を大公開。

『あべこべ1分間体操　肩コリ・
腰痛・首コリがスッキリ解消！』

著者　北洞　誠一
出版社　大和出版　2012．10
請求記号　498．3キ
★中央・宮前所蔵

アタマは下げて目線は上げる。たった
コレだけ! 普段やっている動きと逆の
“あべこべ”な動きをすることで、緊
張した筋肉をゆるめ、痛みやコリを解
消するオリジナル体操を紹介。

体をすっきりさせたい！

『体幹ウォーキングで
無理せずに痩せる』

出版社　マガジンハウス　2011．10
請求記号　595マ
★中央・高円寺所蔵

無理せずに痩せられるエクササイズ
「体幹ウォーキング」を紹介。固ま
った筋肉をほぐすドリルやQ&A、
プロ・ランニングコーチの金哲彦と
体幹ウォーキングに挑戦したイラス
トレーター・上田三根子の対談も収
録。



ー５ー

　　展示
　コーナー
　　紹介

ほんの短い話なのに、不思議な世界が奥深くひろがっています。

だれもが楽しめる星新一の世界。不思議な話。ちょっとぞっと

する話。感動する話…その他いろいろ、たくさんあります。

読んだことのない人はぜひ一度、手にとってみてください！

☆他にも多数の著書があります。

10代という貴重な時期、読みた

い本を読みたいように読んで、

たくさん感動してほしい！

ぜひ、図書館で、忘れられない

１冊に出会ってください。

「子ども・絵本」「個人美術館」

「民芸」「民族博物館」の4つの

テーマ別に、旅するように訪れた

い日本の小さな美術館を案内す

る。ポストカードの楽しみ方や、

旅先で見つけた生活日用品なども

紹介。

『もう一席うかがいます。』

著　者　古今亭志ん朝

出版社　河出書房新社　2006.8

請求記号　914.7コ

★中央・宮前・阿佐谷・下井草　所蔵

落語の芸談、芝居の思い出、え

ー、それだけじゃありません。

感動のあまり、ボンヤリしちゃ

った話とか…。ときには、飲ん

だ勢いで語りたいこともあるん

です。『週刊読売』『週刊朝

日』等に掲載された対談をまと

める。

★おすすめの作家の著書を紹介します★

展示期間　１月１８日(金)～２月６日(水）

杉並区立図書館ホームページの、

ヤングアダルトコーナーもご覧く

ださい！おすすめの本や、10代

に貸出の多い本のランキングなど

楽しい情報がいっぱいです！

『ズッコケ人生相談』

出版社　ポプラ社　2001.7

請求記号　150ナ（児童書）

★中央・高円寺・宮前　他所蔵

学校、友だち、家族、恋…、子

どもたちの様々な悩みに、ズッ

コケ先生(那須正幹)、ダイチャ

ン先生(原田大二郎)、ヒゲ先生

(宮崎次郎)が、楽しくまじめに

答える。『毎日小学生新聞』に

連載されたものをまとめた人生

相談。

著者／那須　正幹

「シドニーのグリーン・ストリー

ト」「かえるくん、東京を救う」

など全17編を収録。

『村上　春樹』

～「はじめての文学」　文藝春秋社～

コーナー

請求記号　913ム　(児童)

出版年　2006.12

★中央・永福・柿木　他所蔵
★３冊シリーズです！

『サンネンイチゴ』

出版社　理論社　2004.10

請求記号　913サ（児童）

★中央・宮前・阿佐谷　他所蔵

ある朝、学校一のトラブルメー

カーが、となりの席に座ってい

た…。くだらない日常、灰色の

毎日、やることなすことカラ回

りのあたし。が、いつのまにか

友情の三角関係の中にいた。14

才のホンネ小説。

ある村に髪の美しい娘がいました。

ある日、きのこと木いちごをとりに

行った娘は、魔物が棲むという森の

中へ入り込んでしまいました。途方

に暮れている娘の前に…。

ＹＡ展示

さんの一冊柏葉　幸子
カシワバ サチコ

～その他の著書～

『霧のむこうのふしぎな町』

『つづきの図書館』　他多数

『少女はガールの夢をみる』

女の子を楽しむための本。女の子ならで

はの感受性。昔の女の子、今の女の子。

外国の女の子。本を通して甘くてせつな

い女の子の夢をみてください。

『家の履歴書
男優・女優篇』

著　者　斎藤明美

出版社　キネマ旬報社　2011.6

請求記号　281サ

★中央・高円寺・南荻窪・下井草　所蔵

『週刊文春』連載「家の履歴

書」において、著者・斎藤明美

が記者時代から現在までに取

材・執筆した中から「男優・女

優」たち23名をセレクト。俳優

たちの現在を形成した、それぞ

れの「家」と「わが人生」の物

語。

本の福袋今年
もや
りま
す！

昨年好評をいただきましたので、今年も「本の福袋」の貸出を

します！「何か読みたいけどいい本ないかな～」という人、ぜ

ひ借りてみてください。

テーマに沿って集めた本が、３冊、袋に入っています。本の中

身は借りてからのお楽しみ。「読んでみたいな」と思うテーマ

の袋を自由にお選びください。

年のはじめに、元気のでる本をどうぞ。

★１月１６日（水）までは、先月に引き続き

『襲名～歌舞伎と落語の本～』を展示しています★

１２月７日(金)～２月６日(水）

ー４ー

『1000冊読む！読書術　本が
どんどん読める頭のいい方法』

著者　轡田　隆史
出版社　三笠書房　2009．12
請求記号　019ク
★中央・高円寺所蔵

「多読」の素晴らしさと効果から、新
聞の「読書欄」「書評欄」の活用法、
ベストセラー作品や受賞作品の読み方
など具体的なノウハウまでを紹介。
「考える力」を鍛える最高の近道を伝
授。

もっとたくさん本を読む！

『図書分類からながめる本の世界』

著者　近江　哲史
出版社　日本図書館協会　2010．12
請求記号　014オ
★中央・永福所蔵

0類から9類まで図書館の本を読みつ
くそうという「読書会」を主宰する著
者が、その仔細をまとめる。図書館利
用者の立場から日本十進分類法を説明
しながら、そこに分類されている本の
紹介も行う。

古典に挑戦したい！

『超訳万葉集　心に響く
“万葉”の言葉』

超訳　植田　裕子
出版社　マーブルトロン　2011．1
請求記号　911．12ウ
★中央のみ所蔵

J-POPを聴くように、万葉集を読む! 
約4500首にも及ぶ万葉集から、恋愛
の歌、生命賛歌、現世を憂いた歌な
ど、現代人がもっとも共感できる約
150首を厳選し、J-POPの歌詞のよ
うに超訳化。

『神曲』

著者　ダンテ
訳者　平川　祐弘
画　ギュスターヴ・ドレ
出版社　河出書房新社　2010．8
請求記号　971タ
★中央・高円寺・成田・今川所蔵

人生の道の半ばで正道を踏みはずした
私が目をさました時は暗い森の中にい
た。地獄篇・煉獄篇・天国篇全3篇の
新訳とともに、ドレによる美麗な挿画
全135点を収録。カラー口絵、詩篇
付き。



★ ★

ー６ー

ト

ランキング

リ ク エ ス

利用者用インターネットパソコンを
　　　　ご利用ください

杉並区立図書館では利用者のみなさまの調べ物に役立てて
いただけるよう利用者用インターネットパソコンをご用意
しています。ぜひ、ご活用ください。

☆　利用条件

杉並区立図書館の利用者登録をしている方でパソコンの基本的な
操作ができる方
(利用者カードを申し込みカウンターまでお持ちください)

お一人につき一日60分まで
(次の方が待っていない時はさらに60分に限り延長できます)

☆　利用時間

各図書館のカウンターでお申し出ください。利用申し込み申請
書にご記入いただくと、専用コインとインターネットパソコン
利用者証をお渡しします。

☆　申し込み

　情報検索を目的として設置しているので、ゲーム・趣味、嗜好・
チャット・インターネットバンキング・掲示板・ストリーミングな
どの閲覧はできません。
　また、不正利用やパソコン機材の破損行為などがあった場合、た
だちに利用を中止していただきます。
　ＵＳＢなどによるデータのコピー、印刷はできません。

☆聞蔵ⅡビジュアルforＬ(中央図書館　2階参考室)
1984年以降525万件もの朝日新聞記事のテキストデータの検索が
可能。「聞蔵Ⅱビジュアル」ではさらに1945年から1984年まで
の戦後40年間の紙面切抜きイメージデータも追加。併せて740万件
の記事を収録。34,500件の人物データベースも使用できます。

☆ジャパンナレッジ(杉並区立図書館13館)
学術サイトＵＲＬ集などを集積した日本最大の知識データベース。日
本で唯一更新を続けている百科事典「日本大百科全書」をはじめ、出
版各社の信頼の事典・辞書などのコンテンツは30以上。

☆マガジンプラス(中央図書館　2階参考室)
主要な雑誌記事の検索と簡単な抄録を表示。国立国会図書館の雑誌記
事索引には含まれていない学会年報・研究報告、一般誌、総合誌、ビ
ジネス誌なども収録。

☆官報情報検索サービス(中央図書館　2階参考室)
官報(本紙、号外、政治調達広告版、資料版、目録)を日付、キーワ
ードからインターネット検索できる。昭和20年5月3日分から当日
分まで可能。

☆日経テレコン21(中央図書館　2階参考室)
日経新聞4紙をはじめ、ビジネス誌の記事検索、
企業情報などをキーワードから検索できます。

インターネット
図書館の端末
（OPACといいます）

お客さまが受取指定された図書館にお送ります。

（パソコン・携帯のホームページから）

杉並区の図書館にない本はどうやって予約するの？

本を検索する時に"未所蔵を含むすべて”をチェックしてください。

杉並区には所蔵がない本がインターネットでは赤字で
ＯＰＡＣでは青字で表示されます

該当の本がある本 該当の本がない本

"購入リクエスト”ボタンを押してください。

所蔵がある本と同じように予約していただけます。
購入、もしくは都内の他の図書館からのお取り寄せもしています。
マンガや参考書、タレントの本などはお断りさせていただく可能性もありますのでご了承ください。

★ ★

★

ー７ー

　一見難しそうなタイトルですが、「入門」にふさわしくやさし

い語り口で、読んでいると普段は考えることのない、一万年前の

人類の生活や、千年先の未来まで自然に思いを馳せてしまう不思

議な一冊です。

　日本を中心とした「現代社会」と、それとは違うラテン・アメ

リカやインドなどの「異世界」との比較を通じ、ただし異世界を

理想化するのではなく、「両方を見る」ことで現代社会の「当た

り前」を疑ってみること。それにより、よりよい未来の社会をつ

くっていこうという著者の姿勢には、ただ現代社会を批判するだ

けではない、力強さと明るさを感じます。

　かつて東大の見田ゼミはいつも満員盛況で、数々の現在活躍中

の社会学者を生み出し、今も「伝説の見田ゼミ」と呼ばれている

そうです。その人気は、聞いていて心が自由になるような、この

解放感にあったのではないでしょうか。

　南インドの漁村での少年たちとの交流と、その十五年後、「ス

マトラ沖大地震」で旅行者たちの命を救った漁師たちの活躍を通

じ、人間にとって大切な「聖域」について書かれたコラム「コモ

リン岬」はとても感動的です。読んだ後には、扉の写真の少年た

ちの笑顔が、いっそうまぶしく見えます。

東川　篤哉 

東野　圭吾

東野　圭吾

池井戸　潤

近藤　麻理恵

東野　圭吾

高野　和明

岩崎　夏海

長谷部　誠

湊　かなえ

東川　篤哉

三浦しをん

村上　春樹

湊　かなえ

有川　浩

齊藤　智裕

湊　かなえ

窪　美澄 

ｳｫﾙﾀー･ｱｲｻ゙ｯｸｿﾝ

大野　更紗

謎解きはディナーのあとで･････

舟を編む･…･…･…･…･…･…･…

麒麟の翼･････…･････…･････…

マスカレード・ホテル･･････････

下町ロケット･･････････････････

ジェノサイド･･････････････････

人生がときめく片づけの魔法･・･

真夏の方程式･･････････････････

ナミヤ雑貨店の奇蹟･…･･…･…･

もし高校野球の女子マネージャーが

ドラッカーの『マネジメント』を読んだら…･

謎解きはディナーのあとで ２･･･

心を整える。･…･…･…･…･…･…

県庁おもてなし課･･････････････

境遇･･････････････…･…･…･･…

ふがいない僕は空を見た…･…･…

「空腹」が人を健康にする･･……

夜行観覧車･･････････････････…

三匹のおっさん　ふたたび･･･…

なぜ、「これ」は健康にいいのか？･･…

花の鎖…･…･…･…･…･…･…･…･

　出版流通システムの現況や、取り巻く環境の厳しさに抗うよう

に、「意思ある本屋」でありつづけようとする書店員と書店主た

ち。その姿を追いながら、“本を手渡す職業”の存在意義とは何

かを根源的に問い直す。

石橋　毅史／著

『本屋は死なない』

出版社　新潮社　2011．10

請求記号　024イ

タイトル 著者 予約数

舟を編む……………………･････

謎解きはディナーのあとで…･…

麒麟の翼･････…･････…･････…

ナミヤ雑貨店の奇蹟………･････

下町ロケット………･･････････

マスカレード・ホテル……････

ジェノサイド………………………

人生がときめく片づけの魔法････

真夏の方程式………･…･･…･…･

三匹のおっさん　ふたたび……

虚像の道化師(ガリレオ)………

「空腹」が人を健康にする･…･…

謎解きはディナーのあとで　2･…

心を整える。････…………………

鍵のない夢を見る･･…･…･…･･…

楽園のカンヴァス………･…･…

白ゆき姫殺人事件………………

空飛ぶ広報室……………･････…

夜の国のクーパー…………･･･…

ふがいない僕は空を見た………･･

三浦しをん 

東川　篤哉

東野　圭吾

東野　圭吾

池井戸　潤

東野　圭吾

高野　和明

近藤　麻理恵

東野　圭吾

有川　浩

東野　圭吾

南雲　吉則

東川　篤哉

長谷部　誠

辻村　美月

原田　マハ

湊　かなえ

有川　浩

伊坂　幸太郎

窪　美澄

1,291

1,015

　993

　934

　930

  911

　908

　864

　753

　521

杉並区立図書館全館でのリクエスト総数です。

※予約多数の本はお手元に届くまでにかなり時間がかかります。

2012年8月26日現在

★

★ ランキング初登場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

　　リクエストランキング
　　　～予約の多い本～

12

12

14

15

16

17

18

18

　　20

  512

　488　

　488

　459

　438

　433

  396

  391

  391

  383 

　

★
★
★

中央図書館のスタッフからのおすすめ本を紹介する

コーナーです。あらすじや選者からのコメントを

お楽しみいただければ幸いです。

 スタッフのおすすめ本

出版流通システムの現況や、取り巻く環境の厳

しさに抗うように、「意思ある本屋」でありつ

づけようとする書店員と書店主たち。その姿を

追いながら、“本を手渡す職業”の存在意義と

は何かを根源的に問い直す。

『本屋は死なない』

著者　石橋毅史
出版社　新潮社　2011．10
請求記号　024イ
★中央・高円寺・下井草　他2館所蔵

★図書館とその周辺日記★

図書館内やその周辺での、あんなこと

やこんなことを紹介するページです。

「社会学入門
～人間と社会の未来～」

『しいちゃん日記』

出版社　双葉社　2000．10
請求記号　ヨ049
★中央・永福・宮前・下井草所蔵

33歳の独身OL。愚痴を言える同期
は産休で、ストレスが溜まりがち。
そんな彼女が生後2か月の仔ネコを
拾い…。「ネコのトラタロウくん」
ほか全10編を収録したペット小説
集。『野性時代』掲載に書き下ろし
を加えて書籍化。

著　者　見田　宗介（みた　むねすけ）
出版社　　岩波書店　2006.4
分　類　　岩波新書　新赤版　1009
★中央・永福・柿木　他所蔵

『のらねこ。　外で暮らす猫の姿をありのままに

とらえたフォトエッセイ』

著者　中川　こうじ

出版社　エンターブレイン　2007．3

請求記号　645ナ

★中央のみ所蔵

ごはんを探し、仲間と遊び、ねぐらを

探し、人間に追われる。様々な過去を

背負い不確定な未来に戸惑いながらひ

たすらに今日を生きるのらねこたち。

何気なく見過ごしているのらねこの生

きる姿を美しい写真と文章で描き出

す。

区内のいろんなシーンで登場する「なみすけ」

ですが、年のはじめにあらためてご紹介したい

と思います。

「なみすけ」のこと知っていますか？

★「なみすけ」は公募で選ばれた杉並区のキャラクターです★

なみきおじさん

ナミー

スピト

タネタ

ちいさな「スギナミザウルス島」から杉並区にやってきた妖精の

「なみすけ」。妹の「ナミー」や物知りでジャズ好きの「なみき

おじさん」、「タネタ」や「スピト」たち妖精の仲間と、杉並区

で楽しく暮らしています。なみすけブログもあるんですよ！

今年
もヨ
ロシ
ク！

★性格

★特技

好奇心旺盛
ほがらか

背中のひれで
空気をきれいに
すること

★好きなもの

おいしい空気

りんご



ー９ー

■調べる学習賞コンクール作品のレプリカを展示します

　「図書館を使った調べる学習賞コンクール」第11回受賞作品のレプ
リカを展示します。
　初めて調べ学習に取り組んでいる人や、今年こそ入選を目指してい
る人、みなさんの参考にしてください。テーマの見つけ方、調べる方
法やまとめ方など、ヒントが見つかるかもしれませんよ。

※各期間初日の展示は午後からとなります

リクエストランキング　縮小版

1Q84 a novel BOOK1 4月-6月･･･

1Q84 a novel BOOK2 7月-9月･･･

告白　……･･･････････････････

悼む人　………･･･････････････

パラドックス13　…･･･････････

1

2

3

4

5

予約した本はどうやって用意されるの??

①予約する

インターネット 図書館の端末 電話

(パソコン・携帯電話の
ホームページから)

(OPACといいます) (1回2冊までです)

↓
↓

『「箱根駅伝」　不可能に挑んだ男たち』

著者　原島　由美子
出版社　ヴィレッジブックス　2007．12
請求記号　782ハ
★中央・高円寺・阿佐谷　他2館所蔵

見る者すべての胸を熱くす
る、伝統の「箱根駅伝」。
往復２１４キロ、１２時間
に及ぶ長距離レースを生中
継するという常識破りの冒
険に挑んだ伝説のテレビチ
ームの苦闘を描くノンフィ
クション。

★図書館からのお願い★

日時　8月20日(金)　午後1時30分～3時30分まで

調べ学習おたすけ隊がやってくる!!!

科学読物研究会　原田　佐和子さん

「サイエンス？さいえんす？」

理科って好き？科学は？サイエンスは？　これで自由研究はばっちり☆

『きのこレシピ』

料理　宗像　伸子
監修　難波　宏彰
出版社　グラフ社　2008．5
請求記号　596ム
★中央のみ所蔵

※４月の映画会は中止いたします

お客様の安全のため、地下視聴覚ホールを使用する行事を、

当面の間中止させていただきます。

ご利用者の皆さまには、申し訳ありませんが、ご理解いただき

ますようお願いいたします。

『永井荷風ひとり暮らしの贅沢』

誰にも気兼ねなく、ある日は

終日読書三昧、またある日は

浅草で過ごし夜半に帰宅。吝

嗇だ、奇行だと陰口きかれて

も気儘に生きた永井荷風の後

半生を紹介。春本「ぬれずろ

草紙」（抜粋）を特別再録。

著者　永井　永光／水野　恵美子

／坂本　真典

出版社　新潮社　2006．5

請求記号　910．28ナ

★中央・柿木・宮前　他4館所蔵

■　２０１３年「杉並区子ども読書月間」の標語　大募集

　杉並区では、６月を「子ども読書月間」と定めています。昨年の標語は
「読んで楽しく広がる魔法」でした。
今年の子ども読書月間をPRする標語を作ってください。今回の応募作品の
中から選ばれた作品が、来年度ポスターの標語となります。

☆募集作品　字数は自由。未発表のもので、一人2点まで。

☆対象　杉並区在住・在学・在勤の中学生から18歳までの方

☆募集期間　平成２４年１２月１１日(火)～平成２５年１月３１日(木)

☆応募方法　応募用紙(図書館にあります)に作品と、
　　　　　　住所・電話・氏名・年齢を記入し、中央
　　　　　　図書館までお持ちください。郵送も可。

図書館の本はみんなの本です　大切に読みましょう

水濡れや書き込み、破損、汚れなどは、弁償の対象

になる場合があります。ご注意ください。

皆様に気持ちよくご利用いただくために、ご協力を

お願いいたします。

☆おねがい☆

★「あかちゃんタイム」実施中です！★

毎週火曜日１０時３０分～１２時

赤ちゃんとおかあさん、おとうさんが、楽しい時間

を過ごせるように「あかちゃんタイム」を設定しま

した。赤ちゃん連れの保護者の方を、図書館スタッ

フがサポートします。

他のご利用者の皆さまには、どうかご協力をお願い

いたします。

１月２１日(月)～１月２４日(木)

★特別整理(蔵書点検)による臨時休館のお知らせ

特別整理(蔵書点検)を行うため、下記の日程で臨時休館させていただきます。

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますとともに、
休館日にご注意のうえご利用くださるようお願いいたします。

※臨時休館中は、他の図書館に設置してある利用者用端末機及び図書館
　ホームページからのリクエストは、通常通り受け付けています。

※臨時休館中は、当該図書館が所蔵する図書等については、予約割り当
　てに時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

高円寺

★調べる学習賞コンクールの作品を募集しています

■募集期間　平成24年９月１日（土）～９月27日（木）
■募集対象　杉並区在住・在学の小学生、中学生、高校生
■応募方法　・杉並区立小学校、中学校に通っている方で学校で作品
　　　　　　　をとりまとめている場合→学校へ提出
　　　　　　・個人の方→応募用紙（図書館にあります）を添えて杉
　　　　　　　並区立図書館へ
※詳細は図書館へお問合せください

新システムの稼動に伴い、利用者用端末機（ＯＰＡＣ）、杉並区立図書館ホ
ームページの仕様が変わりました。ご利用方法につきまして、不明な点は図
書館スタッフにおたずねください。

☆パスワード（暗証番号）の再登録がご自身でできるようになりました。パ
スワードを忘れた場合は、図書館ホームページ又は利用者用端末機から再登
録をお願いします。

☆住所・電話番号等、登録内容に変更があったときは変更の手続きが必要で
す。変更のあった内容を証明するものをお持ちいただき、図書館窓口へお越
しください。

★パスファインダーができました！

パスファインダーとは…あるテーマに関する資料や情報を探すための
手順を簡単にまとめたものです。

　「文書の書き方」に関する本、「心豊かにシニアを過ごすためのブ
ックガイド」を発行いたしました。利用者のみなさまの本選びにお役
に立てば幸いです。
★館内に設置してあります。ご自由にお持ち下さい。
検索で迷われた時などは、もちろん遠慮なくカウンターまでおたずね
下さい。

中央図書館の特別整理による臨時休館は２月の予定です。

詳細は広報紙、ホームページ、「図書館だより」等で

お知らせいたします。

ー８ー

今回は
ひなた りえこ

日向　理恵子

～10代のあなたへ～

？
本

さんの本

10代の読者に向けて、読んでみてほしい

本を独自に選んでご紹介しています。子

どもでもあり、大人でもある貴重なこの

時期に、図書館の本が、自分のアンテナ

を広げるきっかけになれば幸いです。

★ＹＡ（ヤングアダルト）ミニ展示コーナー紹介★

一般展示横のミニ展示コーナーでは、ヤングアダルト世

代（10代）に向け、毎回テーマを決めて関連する本を展

示しています。ぜひのぞいてみてください！

今月のテーマは…

『雨ふる本屋』

著　者　日向　理恵子

出版社　童心社　2008.11

請求記号　913ヒ（児童）

※中央図書館には所蔵がありません

柿木・高円寺・南荻他所蔵

1984年兵庫県生まれ。幼少の頃からおと

ぎ話を書きはじめる。高木理恵子の名前

で「魔法の庭へ」を出版。

表紙の絵がちょっと素敵で、読んでみよ

うかなと思わせる本でした。

物語は、女の子が雨宿りに立ち寄った図

書館からはじまります。

ミヒャエル･エンデを思わせる、つい引

き込まれてしまうファンタジーです。ぜ

ひ手にとってみてください。

続編に「雨ふる本屋の雨ふらし」

（童心社2012.10）もあります

だれかが忘れてしまった夢

や、「おしまい」の文字を書

かずに途中になってしまった

物語に、雨をかけてできあが

る「雨ふる本」。満たされな

い寂しさをかかえたルウ子

は、ひょんなことから「雨ふ

る本屋」に迷いこみ…。

『2013年にチャレンジすること
～あたらしいことはじめてみよう～』

後半は、ＹＡ向け「本の福袋」です！



表紙のイラスト大募集！

　「図書館だより」の表紙のイラストを募集しています。

　みなさまからのご応募があれば、随時掲載させていただきたい

と思っています。

テーマ：季節のイラスト

大きさ：原寸・約７cm×７cm（大きめに描いていただければ、

縮小印刷いたします）

※紙は白色地であれば、何でもかまいません。

※１色刷ですので、原稿は黒色で描いてください。刷色（赤・青

・緑・茶）のご希望があれば、お伺いします。

締　切：毎月20日

イラストは、カウンタースタッフにお渡しください。応募イラス

トは、ご希望があればお返しいたします。お名前は裏表紙に記載

させていただきますが、匿名希望の場合は、その旨、提出時にお

伝えください。

茶房だより

喫茶店「茶房」は中央図書館地下にあります。地下といっても外

からの光も入り、とても明るい雰囲気です。図書館をご利用の際

はぜひ、お立ち寄りください。

季節によってドリンクやデザートのメニューが変わります。

冬においしいとっておきの茶房メニューをCheck！

シナモンアップルミルクティー

マサラ＆クッキーのセット

白玉アズキアイス

ワッフルと生クリームア＆アップルソース

★日替わりランチもあります（11：30～14：00）

開店時間：10:30～16：30

　定休日：毎週木曜日

Drink

Sweets

ー11ー

著者　海棠　京子
出版社　新風舎　2005．8
請求記号　219．36カ
★中央のみ所蔵

『カメラの楽しみ』より

秋本番を迎えました。大人たちは行楽、子どもたちは運動会や遠足など、お弁当を作る
機会が増えるのではないでしょうか。そこで、今月の特集は「お弁当」です。

『とっても心地いい！シンプル
ひとり暮らし
これからスタートする人もいま
すぐリセットしたい人も』

ココロもカラダもお部屋もスッキリ、キ

レイ！持ちすぎない、そろえすぎない、

でも、こだわりは捨てないワタシ流の快

適生活を見つける本。昨日より今日が楽

しくなる、ひとり暮らしのコツが満載。

著者　大平　一枝

出版社　すばる舎　2008．2

請求記号　590オ

★中央・方南所蔵

『ひとり暮らしのラク家事ＢＯＯＫ』より

☆「ポートレート」を撮る時のポイント

『海温泉　山温泉　花温泉76
地球のチカラをチャージ！』

著者　石井　宏子
出版社　マガジンハウス　2010．5
請求記号　Ｔ
★中央・永福・高円寺　他2館所蔵

地球のエネルギーが生み出す温泉と、
木々や花、水などの生命力あふれる大
地は最強のパワースポット。自然に触
れながら癒され、美しくなれる、全国
から選りすぐった温泉や宿を紹介しま

す。データ：２０１０年４月現在。

ぬいぐるみおとまり会

休館中の図書館にぬいぐるみをおとまりさせてみませんか?

対象：9月29日(土)・30日(日)　

　　　午後2時～4時の間にぬいぐるみを預けられる方

　　　10月6日(土)・7日(日)　

　　　午後2時～4時の間にぬいぐるみを受け取れる方

申込受付：9月21日(金)～27日(木)

定員：先着15名

※休館中ですので、図書館のご利用はできません。

※おとまり会の様子の写真を館内に掲示させていただきます。

地下視聴覚ホールで映画会等を行っています。

事前のお申し込みは不要です。ご覧になりたい方は、

直接視聴覚ホールへお越しください。
映画
movie

杉並区立

中央図書館

『日本の名湯　100選』

出版社　主婦の友社　2010．3
請求記号　219シ
★中央・高円寺・宮前　他5館所蔵

北は北海道から南は九州・沖
縄まで、「ＮＰＯ法人健康と
温泉フォーラム」が選定した
名湯１００選を写真とともに
紹介。所在地・交通・泉質・
効能・問い合わせ先などのデ

ータも掲載。 

こころも肌もつやピチ、きれい！　
修善寺温泉、草津温泉、野沢温泉を
特集するほか、「お肌ツルスベ、古
い角質おとす湯」など４つの温泉パ
ワーで選ぶおすすめ宿を紹介。デー
タ：２０１０年８月現在。 

『のんびりほこほこ温泉へ行こう
あったかい宿へ、ようこそ。』

出版社　マガジントップ　2010．9
請求記号　Ｔ
★中央・永福所蔵

　◆◆◆　冬の楽しみ★温泉はいかが？　◆◆◆

温泉のガイドブックは、雑誌コ

ーナーにあるガイドブックの棚

に地域別に並んでいます。

1980年バイロイト音楽祭収録
バイロイト祝祭管弦楽団と合唱団
指揮：ピエール・ブーレーズ
（合唱指揮：ノベルト・バラッチュ）

上映時間：３時間５０分

ワーグナー
楽劇「ニーベルングの指輪」

１月２７日（日）　

時間：正午～３時５０分

（開場：午前１１時４５分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：先着５０名

ﾘﾋｬﾙﾄ・ﾜーｸ゙ﾅー生誕２００年記念

「ワーグナーの魔力」

（ハイライト）
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月の

催し物ご案内１
杉並区立

中央図書館

土

19 科学あそびの会 「ヘビってどんな生きものなの？」

講師：科学読物研究会

時間：午後2時～4時　

場所：児童資料室      定員：20名

※事前のお申し込みが必要です（カウンターまたはお電話へ）

あかちゃんおはなし会～あかちゃんといっしょに絵本で遊ぼう～

対象：０・１・２歳児と保護者

時間：午前11時～（約40分）　★場所：児童資料室　

定員：約20名

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

水

16

大人のための語りと朗読

語り：読み語り「やよいの会」

宮部みゆき「砂村新田」、浅田次郎「うたかた」　ほか

対象：中学生以上　時間：午後２時～３時３０分

場所：地下視聴覚ホール　定員：３0名

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

木

31

今年もやってます!!冬休み児童向け企画

☆冬休みチャレンジ２０１２☆

　本を3冊以上借りるか、本の感想文を書くと、「おせち

シール」がもらえます。台紙に貼って、おせち料理を完成

させてください。（シールは1日２枚まで）

実施期間　１２月２２日(土)～１月１４日(日)

（児童コーナー２階）



土

月の予定

月 火 水 木 金

１

印のついた日は休館日です

杉並区立中央図書館の

日

お話会/特別お話会

印のついた日は午後５時までです

９

今月号の表紙は、T・Fさんの作品を掲載させていただきました。

ご応募ありがとうございました。

引き続き、イラストを募集しております。

講座

知の

散歩道

お話会

10

★杉並区立図書館の休館日

第1・3木曜日：中央・永福・宮前・成田・西荻・下井草

第1月曜日・第3木曜日：柿木・高円寺・阿佐谷・南荻窪

　　　　　　　　　　　高井戸・方南・今川

★開館時間

月～土曜日　　午前9時～午後8時

(今川のみ午前9時～午後9時まで)

日曜日・祝日　午前9時～午後5時

★お話会は①毎週水曜日午後3時～②毎週日曜日

午後2時30分～、児童おはなしの部屋で行っています。

12８

工作会

14

お話会

こわいお話会

毎週水曜日：午後3時～
毎週日曜日：午後2時30分～
1階児童コーナー奥　おはなしの部屋

節電、してますか？

『節電しながら猛暑を乗り切る！エコ涼生活』

11

15

『なぜ、日本人は桜の下で酒を飲みたくなるのか？』

著者　西岡　秀雄
出版社　PHP研究所　2009．3
請求記号　387ニ
★中央・永福・柿木・宮前所蔵

日本の花といえば桜。桜といえば花見。花見とい
えば酒。なぜ日本人はサクラの木の下でサケを飲
むのか。謎を解く鍵は「サ」にある。「サ音」の
神聖視を手がかりに日本民族のアイデンティティ
ーを探り、お花見の起源を解明する。

お話工作会

映画会

16

講演会

17
科学遊びの会

Leaf&Leafだより

第２回『猫ちゃん写真展』やってます！

営業時間：平日・午前11時～午後７時（ラストオーダー午後６時）
　　　日・祝日・午前11時～午後４時（ラストオーダー午後３時）
★定休日：水曜・休館日

「猫の合同写真展」です。

みなさまにご応募いただいた

かわいいネコちゃん写真が、店内に飾られます！

ぜひ、見に来てください！

～中央図書館B1F　Tea Room～

★７月６～３１日★

講演会

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ

1918

科学遊びの会

映画会

赤ちゃんお話会

赤ちゃんとおかあさん、おとうさんが、楽しい時間を過ごせるように、

「あかちゃんタイム」を設定しました。赤ちゃん連れの保護者の方を、

図書館スタッフがサポートします。

他のご利用者の皆さまには、どうかご協力をお願いいたします。

★「赤ちゃんタイム」実施中です！★

毎週火曜日１０時～１２時

講演会

※行事の詳細は10ページ、映画会の詳細は11ページをご覧ください。

こども映画会

親子映画会

お話会

一般映画会

青空お話会

読み語り

一般映画会

人形劇

20

☆お願い☆

図書館の本はみんなの本です　大切に読みましょう　

水濡れや書き込み、破損、汚れなどは、弁償の対象

となる場合があります。ご注意ください。

皆さまに気持ちよくご利用いただくために、ご協力

をお願いいたします。

13

あかちゃん
タイム

５

６ ７

科学遊びの会

21 22 23

お話会

著者　嶽　春来
出版社　北辰堂出版　2011．7
請求記号　590タ
★中央・阿佐谷・下井草所蔵

うちわ、濡れタオル、ハッカ油、打ち水、緑のカーテン…。
エアコンを使わずに涼しくなる方法をはじめ、涼しくなるた
めの環境の整え方、猛暑に負けないための予防など、今日か
ら使える暑さ対策を紹介。

24 25 26

講座・知の散歩道

あかちゃん
タイム

あかちゃんタイム

27 28

あかちゃん
タイム

お話会

あかちゃん
タイム

お話会

お話会/特別お話会

お話会/特別お話会

30周年記念対談 29 30 31
映画会・お話会

お話会

お話会

１ ２ ３ ４

本年もどうぞよろしくお願いいたします


