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『沖縄の記憶　オキナワ記録写真集』

写真　山田　寛／金城　棟永
出版社　生活情報センター　2006．12
請求記号　219．9ヤ
★中央・西荻・下井草所蔵

戦後の苦しい時代を黙々と強く生
きた住民たちの働く姿、暮らし・
文化、風景、祈り・祭り…。アメ
リカ統治下の「オキナワ」を収録
した写真集。返還後に失われてし
まった沖縄の真実のすがたを、今
に残る貴重な写真で振り返る。

『東京タワーが建ったころ　
　50年前の私たち』

著者　岩永　辰尾
出版社　第三書館　2005．10
請求記号　219．36イ
★中央・成田・西荻　他2館所蔵

東京タワーが建ったころ、銀座の
大通りに靴磨きが並んで座り、佃
島の渡しがのどかな世間話を乗せ
て運び、ぬかるみ道でおんぼろバ
スが大きく揺れた…。50年前の
東京周辺や浦安の風景及び人々の
姿を写したモノクロ写真集。

『写真家たちの世界遺産』

撮影　水越　武　ほか
編集　河村　昌悟
出版社　クレヴィス　2012．4
請求記号　709ミ
★中央・柿木・西荻　他2館所蔵

白神山地、古都アレッポ、ナスカの
地上絵…。水越武、中村征夫、野町
和嘉、千波俊彦といった写真家たち
が、世界遺産の魅力を伝える。

『ピュリツァー賞受賞写真全記録』

著者　ハル・ビュエル
訳者　河野　純治
出版社　日経ナショナルジオグラフィック社
　　　　　　2011．12
請求記号　748ヒ
★中央・西荻・方南・今川所蔵

写真部門が創設された1942年から
2011年まで、ピュリツァー賞の全
年度の受賞作を収録。各作品の撮影
時の状況、写真への反響、写真家自
身の証言などをまとめた解説、撮影
データや同時代の出来事とともに紹
介する。

活字大好きな皆様、図書館には写真集もたくさんあるんです。

たまには手にとってみませんか？

写真集を見てみよう
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『人間関係』

著者　篠山　紀信
出版社　マガジンハウス　1997．6
請求記号　748シ
★中央・高井戸所蔵

人間。なんと複雑で魅力的な生き
物なのだろう。関係。なんとやや
こしく入り組んだ、力学なのだろ
う。家族、友人、恋人、師弟、同
僚…各界の著名人の様々な人間関
係が見えてくる写真集。

『幸福写真』

写真・文　荒木　経惟
出版社　ポプラ社　2006．5
請求記号　748ア
★中央・宮前・阿佐谷・高井戸所蔵

永遠になれ、そう思ってシャッター
切ってるんだ。夏の日の少年、クリ
スマスの恋人たち、満開の桜の下の
家族。いとおしくて、かけがいのな
い瞬間をおさめた幸福アルバム。照
れずにマジメに「幸福」を。アラー
キー初の試み。

『MAGNUM MAGNUM With 
　413 photographs in 　　
　colour and duotone』

編著　MAGNUM PHOTOS
訳　小林　美香
出版社　青幻舎　2007．11
請求記号　748マ
★中央・成田所蔵

世界最高の国際的な写真家集団
「マグナム・フォト」の全会員69
名の代表的写真をそれぞれ6枚、
合計414点を一挙掲載。会員同士
が互いの写真をセレクトし、テキ
ストを寄せるという画期的な方法
を試みた写真集。

『異人の眼・日本の顔
　グザビエ・ランブール写真集』

写真・文　グザビエ・ランブール
出版社　たちばな出版　1996．4
請求記号　748ラ
★中央・宮前・下井草・高井戸所蔵

カメラマンとしての世界最高の賞と言
われるNIEPCE賞を受賞した著者が、
盛田昭夫、長嶋茂雄、浅田彰など日本
を代表する各界の人物をとらえた写真
集。日本の伝統と近代化の共生がうか
がえる。英語、仏語併記。
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『一号館アルバム　梅佳代、
ホンマタカシ、神谷俊美３人
の写真家による三菱一号館復
元の記録』

撮影　梅　佳代／ホンマ　タカシ／神谷　俊美
監修　内田　真由美／児島　やよい
出版社　三菱地所　2009．9
請求記号　526ミ
★中央のみ所蔵

19世紀に、東京丸の内に初めて誕生
したオフィスビル・三菱一号館。当初
の設計図面、実測図、写真、保存部材
に基づいて一号館を復元する様子を、
梅佳代、ホンマタカシ、神谷俊美の3
人の写真家がとらえた記録。

『廃墟／工場　彩やかな世界が
　ここにある』

著者　HEBU
出版社　インフォレスト　2008．7
請求記号　748ヘ
★中央のみ所蔵

研究所、精神病院、刑務所、鉱山、工
業地帯…。廃墟、それは忘れ去られた
色彩。工場、それは色彩やかな世界。
“色”を意識して廃墟と工場を撮影し
た写真集。

『団地ノ記憶』

著者　長谷　聰／照井　啓太
出版社　洋泉社　2008．4
請求記号　527．8ハ
★中央・高円寺・成田所蔵

団地ブームの火付け役、サイト『団地
百景』『公団ウォーカー』が満を持し
て贈る団地写真集。日本全国から厳選
した39の団地を収録。団地をもっと
楽しむための住棟解説、団地巡りのモ
デルコース付き。

『最期の九龍城砦』

著者　中村　晋太郎
出版社　ゴマブックス　2009．6
請求記号　748ナ
★中央のみ所蔵

かつて魔窟と恐れられた、香港の高層
高密スラム街「九龍城砦」。その内部
はほとんど知られることなく、17年
前に取り壊された。建築学的にも貴重
な遺跡ともいえる集住空間の最期に、
100点以上のカラー写真で迫る。
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　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　１月１８日(金)～２月１７日(月）

コーナー

ＹＡ展示

『少女はガールの夢をみる』（～2/17）

『いま、この本』（2/23～4/3）

前半は、先月に引き続き「女の子のため

の本」を展示します。後半では、ヤング

アダルト世代に向けて図書館員が作成す

るブックリスト「いま、この本」でご紹

介している本を展示します。

本の福袋

「何か読みたいけどいい本ないかな～」という人、ぜひお好み

の袋を手にとってみてください。

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。

先月に引き続き「本の福袋」の貸出をしています

展示期間　２月２３日(土)～３月３１日(日）

～女子応援！～

仕事、地域貢献、家事、育児･･･毎日毎日、休む

間もなく頑張っている女性を応援する本を展示し

ます。

女性史をはじめ、女性と労働・法律などから、美

容、生き方、仕事、家事、教育まで、幅広い視点

で女性の今を考えます。もちろん、男性にも手に

とってみてほしいです！

Ｗomen
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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。

★ ★

★
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　1959年、24歳の若者が音楽の本場ヨーロッパを目指して一人

貨物船に乗りこんだ。青年は国際指揮者コンクールで優勝し、カラ

ヤン、バーンスタインと出会い、日本を旅立って2年後にはニュー

ヨーク・フィルの副指揮者として日本に凱旋帰国をする。

　この本は「世界のオザワ」指揮者小澤征爾の自伝的エッセイで

す。彼が26歳の時に書かれたもので、当時の彼の息遣いが聞こえ

てくるような、テンポある若さあふれる文章です。

　現在、サッカーや野球で世界にでる若者が多くいますが、今から

50年以上も前にこのような日本人がいたという事に驚きです。

　去年出版された村上春樹との対談集『小澤征爾さんと、音楽につ

いて話をする』と合わせて読んでほしいです。

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
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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。

「ボクの音楽武者修行」

『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　　小澤　征爾
出版社　　新潮社　2002.11
分　類　　ＢＧオ
★永福・柿木・方南　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

蔵書点検って何してるの？

中央図書館で所蔵している約65万冊すべての本の状態

(在庫？貸出中？行方不明？)を、職員・スタッフ総出

で、１冊づつチェックします。

ご注意ください！

★休館中は、他の杉並区立図書館に設置してある利用者用端末機

(ＯＰＡＣ)・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。

★中央図書館のみが所蔵している本やＣＤをリクエストして

いただいた場合、ご用意に時間がかかります。

★リクエストされた図書等の受け取り館を中央図書館として

いる場合、取置期限に休館中の日数は含みません。



ー８ー

～10代のあなたへ～

？
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…

『ミンティたちの森のかくれ家』

著　者　ｷｬﾛﾙ･ﾗｲﾘー･ﾌ゙ﾘﾝｸ゙

出版社　文溪堂　2011.1

請求記号　930フ（児童）

※成田・西荻・南荻窪　他所蔵

今回ご紹介するのは、現実からちょ

っと離れてしっとりゆっくり読め

る,外国のお話です。

　世界大恐慌時代、失業した父と娘

二人は移動途中でみつけた誰かの夏

の別荘で、こっそり一冬過ごすこと

になります。現実的な長女ミンティ

は、勝手に人の家に住む罪悪感や、

生活の心配などあれこれ奮闘しま

す。父親がつくるパンケーキのにお

いや、冬の森のしんとした空気が伝

わってくる気がします。

そして家の持ち主との出会い･･･。

読んだあと、あったかい気持ちにな

れる本です。ぜひ、手にとってみて

ください。

世界大恐慌で、町中に失業者があふ

れていた時代。ミンティたち家族は

町を出て伯母のもとへ向かうが、車

が故障してしまう。森の中にひっそ

り建つ別荘を発見し、ひと冬こっそ

り住むことにしたが…。ユーモアと

詩情あふれる物語。

前半は、引き続きＹＡ向け「本の福袋」です！

後半は、「十代の君へ」（再び）

ー９ー

２月５日(火)～２月８日(金)

２月１８日（月)～２月２２日(金)

★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いたします。

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。

成　田

中　央★

※中央図書館は上記日程で臨時休館いたします。休館中の

返却は、プックポストがご利用いただけますが、返却処理

に時間がかかることがあります。期限の切れた資料を返却

する際や、中央図書館以外をご利用になる場合はご注意く

ださい。
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月歳時記２
今回は、中央図書館の蔵書『歳時記のある暮らし』という本から、

２月の歳時記をちょこっとご紹介します。

節分（２月３日頃）
立春（２月４日頃）

雨水（２月２９日頃）

『･･････二十四節気がスタートする「立春」。歓びの春が到来する前

日、「節分」の夜は、暦が改まる境目の時間。新しいものが始まる前

の橋渡しのときは、どこにも属さない不安定さが支配します。そんな

とき、自空間の隙間から異形の魑魅魍魎たちが忍びだし、道端の暗が

りや家の影にひそみ、私たちをのぞき込みます。････』

節分の豆まきにはそんな「鬼」を追い払い、あらたな心で新しい春を

迎えるという意味が込められているようです。

『･･････降る雪が雨に変わる頃、という意味の「雨水」。立春を過ぎ

て初めて吹き抜ける強い南よりの風を「春一番」と呼びますが、例年

観測されるのは、この雨水の頃。三寒四温のうちに、だんだんと忍び

寄る春の足音。･･･この日を目安に一年の農耕の準備を始めるといわ

れるように、気持ちを春へと切り替える日といえます。････』

まだまだ寒いですが、春は確実に近付いているようです。乾燥してい

た土や風が、水気を含んで潤ってきたら、なんとも言えない春の匂い

が漂ってきます。もうすぐもうすく♪

うすい

『歳時記のある暮らし』

監　修　坂東眞理子

出版社　ＪＴＢパブリッシング　2008.12

請求記号　386シ

★中央・柿木・高円寺　他所蔵

淑気、下萌、筆の花、桜南風、風待
月など、日本の季節をあらわす言葉
とその意味を、イラストや写真を交
えてやさしく解説。季節を味わうた
めの食べ物、お節句の飾りや祝い方
なども紹介しています。日本の四季
をじっくり味わってみませんか。

ー11ー

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

※上映内容が変更になる場合もあります

ちいさなひとのえいががっこうによる

こども映画会

２月２３日（土）　

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール

定員：先着５０名

生誕100年記念　新美南吉の世界

2013年７月に生誕100年、３月に没後
70年を迎える新美南吉。この節目とな
る記念の年に、新美南吉原作によるアニ
メーションを上映いたします。

『手ぶくろを買いに』

『ごんぎつね』

『おじいさんのランプ』

『花のき村と盗人たち』

★上映の合間には16mmフィルム映写機の見学プログラムもあります★



土

月の予定

月 火 水 木 金

２

印のついた日は休館日です

杉並区立中央図書館の

日

印のついた日は午後５時までです

６

お話会

７ ９５

11

お話会

８

12 13 14 1615

※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

17

10

２

３ ４

18 19 20

お話会

21 22 23

あかちゃん
タイム

24 25

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

お話会

26 27 28

お話会

お話会

１

お話会

　～　臨　時　休　館　～


