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『ありそうでなかったマラソンの教科書
　ベテラン指導者が教える快走への手引き』

著者　前河　洋一
出版社　アールビーズ　2010．2
請求記号　782ア
★中央のみ所蔵

マラソントレーニングの理論と方
法論を体系的に整理し、実践に生
かせるアドバイスとして、市民ラ
ンニングの普及と指導に関わって
きた現役ランナーがまとめる。市
民ランナーに多いトレーニングの
悩みや疑問にも答える。

『ウォーキングから始める
　50歳からのフルマラソン』

著者　金　哲彦
出版社　講談社　2012．11
請求記号　782キ
★中央・柿木・高円寺　他2館所蔵

心と体のバランスを整える絶大な
効果がある「体幹ランニング」の
メソッドを、写真を用いてわかり
やすく紹介する。特に、50代以上
のシニア世代に伝えたいエッセン
スを豊富に掲載。

『ＲＵＮ女子入門　自分を
　変えるランニング』

著者　池田　美穂
出版社　ディスカヴァー・トゥエンティ
　　　　　ワン　2011．2
請求記号　782イ
★中央のみ所蔵

ランニングは心のリセット。走り出せ
ば、いつのまにか心もからだもスッキ
リ! 走る技術はもちろん、ランニングを
通じて感じることができるスポーツ本
来の楽しさや、自分自身を見つめるこ
との大切さなどを紹介する。

『ランニング・スタート・バイブル』

著者　渡辺　康幸
出版社　日本文芸社　2011．10
請求記号　782ワ
★中央・高円寺・今川所蔵

理想のフォームを簡単に身につけ
られるランニング入門書。シュー
ズ・ウエア選びをはじめ、ウォー
キング、理想のフォームや長い距
離を走るための走力を身につける
方法、フルマラソンへの挑戦など
を解説する。

少しずつ暖かくなってきました。読書の合間にちょっと外に出て、

体を動かしてみませんか。

ランニング＆ウォーキング
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『知識ゼロからのウォーキング入門』

著者　小出　義雄
出版社　幻冬舎　2008．9
請求記号　782コ
★中央・宮前・西荻　他2館所蔵

目指せ、1日1時間10000歩! メ
タボ対策、健康増進に最高のエク
ササイズである「ウォーキング」
の正しいフォームからペース配
分、シューズの選び方までを紹
介。ケガをせず、長続きする極意
を伝授する。

『大江戸タイムスリップ・
　ウォーキング』

著者　酒井　茂之
出版社　明治書院　2010．3
請求記号　Ｔ
★中央・方南・今川所蔵

「忠臣蔵」赤穂浪士の凱旋ルート、
「市中引き回し」のコース、「吉原
遊郭」への通い道など、江戸の事件
や人々の足跡をたどるタイムスリッ
プ・ウォーキングのすすめ。コース
にある名所・みどころ情報もたっぷ
り紹介する。

『デューク更家のぴんしゃん
　ウォーキング　キレイに歩
　いてマイナス10歳』

著者　デューク更家
出版社　中央法規出版　2012．9
請求記号　498．3テ
★中央・高井戸所蔵

背筋をぴんと、気持ちをしゃんと！
身体の錆びを落とすと同時に、錆び
ない身体をつくる「ぴんしゃんウォ
ーキング」を写真で紹介。肩凝り、
腰・ひざの痛み、便秘症などを改善
するウォーキングのコツも掲載す
る。

『今日から歩く！いいこといっぱい
　ウォーキングのすすめ』

監修　湯浅　景元
出版社　大和書房　2006．12
請求記号　498．3タ
★中央・成田・下井草　他2館所蔵

いいことづくめのウォーキング、あな
たも今日からはじめましょう。歩く効
能から楽しみ方、長続きするウォーキ
ングメニューまで、お金をかけずに医
者いらずの体をつくる、まるごと一冊
ウォーキング読本。
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『被災後を生きる
　吉里吉里・大槌・釜石奮闘記』

著者　竹沢　尚一郎
出版社　中央公論新社　2013．1
請求記号　369．3タ
★中央・方南・今川所蔵

東日本大震災で最大の被害を出した市
町村のひとつである、岩手県大槌町。
被災翌月から長期間現地に暮らし、復
興に取り組む人々の声に耳を傾けた著
者が、生々しく繊細な語り口で、あふ
れるような、人びとの真情と思いやり
を伝える。

『津波の墓標』

著者　石井　光太
出版社　徳間書店　2013．1
請求記号　369．3イ
★中央・下井草・今川所蔵

圧倒的な破壊のさなかで心に刻み込まれ
た、忘れられない光景…。東日本大震災
後、多くの被災地を回った著者が、そこ
で言葉を交わした人々や出来事を、あり
のままに書き綴る。

『原発難民　放射能雲の下で
　何が起きたのか』

著者　鳥賀陽　弘道
出版社　ＰＨＰ研究所　2012．11
請求記号　543ウ
★中央のみ所蔵

誤解、偏見、差別、対立、いじめ…。
福島第一原発事故によって絆を引き裂
かれ、いまだに苦しみの渦中で喘いで
いる「原発難民」たちの姿をレポート
する。

『フタバから遠く離れて　避難所から
　みた原発と日本社会』

著者　舩橋　淳
出版社　岩波書店　2012．10
請求記号　778フ
★中央のみ所蔵

東日本大震災と原発事故により、原発
立地自治体である福島県双葉町は、町
ごとの避難を強いられた。避難所に密
着した、同名のドキュメンタリー映画
を撮影した監督が、そこでの生活を描
きだす。町長へのインタビューも収
録。

あの日を忘れない

～3.11　東日本大震災から2年～

ー５ー

　　展示
　コーナー
　　紹介

『女を磨く
ココ･シャネルの言葉』

著　者　高野てるみ

出版社　マガジンハウス　2010.1

請求記号　283シ

★中央・南荻窪・方南　所蔵

「香水をつけない女に未来はな

い」「家で待つだけの女になっ

てはいけない」 媚びない、おも

ねない、妥協しない。女の自立

を成し遂げたココ・シャネルの

言葉を、ファッション・恋・仕

事・美意識のテーマ別に紹介。

展示期間　２月２３日(土)～４月３日(水）

コーナー

ＹＡ展示 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。

～女子応援！～

普通に懸命に生きている多くの女性達。その先には

無限の可能性が潜んでいます。悩み多き女性達のた

めに、明るい一歩が踏み出せることを祈って、花咲

く季節に贈ります。

Ｗomen

（2/23～4/3）

『祖母力』

著　者　樋口恵子

出版社　新水社　2006.9

請求記号　367.3ヒ

★中央・永福・阿佐ヶ谷　他所蔵

これからの祖母世代が、働く娘

や嫁を支えて孫育ての役割をど

のように果たしていくか、祖母

(祖父)と孫の家族関係は昔と今

でどう変わったか、世界の祖父

母の動きを含め、現役母親の就

労を軸に、これからの祖母力に

ついて考える。
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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。

★ ★

★
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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。
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下町ロケット･･････････････････
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人生がときめく片づけの魔法･・･
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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。･…･…･…･…･…･…
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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
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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………………
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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。
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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」

『親子で学ぶ数学図鑑

～基礎からわかるビジュアルガイド～』

著　者　キャロル・ヴォーダマン
訳　者　渡辺　滋人
出版社　創元社　2012.4
請求記号　410ウ
★中央・永福・柿木・宮前　他所蔵

たし算・ひき算から、小中学校で習う項目、
ベクトルや三角比まで、数学の基礎を幅広く
学べるビジュアルガイド。多数のカラフルな
図によって、直観的に数学の考え方を把握す
ることができる。

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

『マイライブラリ』活用法！

杉並区立図書館では、昨年10月より図書館システムが新しく変わり、

ホームページや館内利用者用端末機もリニューアルいたしました。

今月号では、新機能『マイライブラリ』について、あらためてご紹介

したいと思います。

まだご存じないという方、この機械にぜひのぞいてみてください。

まずは、杉並区立図書館ホームページの「マイライブラリ」をご覧ください。

（ログインボタンをクリックして、カードＮｏ，パスワードを入力すればページが開けます）

★新着図書お知らせサービス

★マイブックリスト

便利で使える２つの機能をご紹介！！

借りたことのある本をもう一度借りたいけれど、タイトルが思い出せ

ない･･･なんてことはありませんか？

お気に入りの本を登録しておけば、自分だけのブックリストが作れま

す。蔵書データとリンクさせることができるので、リストをクリック

するだけで細かいデータもすぐに検索できます！

お気に入りの作家の新刊、図書館に入るのはいつだろう？本屋さんに

は並んでるようなんだけど･･･なんて時は、著者名を登録しておくと、

蔵書になり次第、メールでお知らせいたします。

★キャロル・ヴォーダマン★
ケンブリッジ大学修士、工学専攻。英国の科学番組
「トゥモロウズ・ワールド」の司会者。キャメロン
首相の数学教育に関するアドヴァイザー。オンライ
ン数学スクールを開設。

　

最近めっきり数字と出会わないという方、お子さんに算数または数

学を教えてほしいと言われて困ってしまう方、などなど、いろんな

方にオススメです。

ちょと息抜きに、頭の体操してみませんか。

ビジュアルを重視した大型本で、カラフルな図解がとてもきれいで

わかりやすいです。ぱらぱらとページをめくっていたら、その昔よ

く分からないままに過ぎてしまった問いがよみがえりました。「こ

ういうことだったのか～」と思わず感心してしまいます。自分の不

勉強を棚にあげ、あの時こんな本に出会っていたら、数学好きにな

っていたのに！とか思ったりして･･･。

ぜひ、お子さんと一緒にご覧ください。※登録の仕方など分からない場合は、「マイライブラリの使い方」をクリックしてみてください！
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～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…

『うさぎパン』

著　者　瀧羽　麻子

出版社　ﾒﾃ゙ｨｱﾌｧｸﾄﾘー　2007.8

請求記号　タ457

※中央・高井戸　所蔵

1981年兵庫県生まれ。2007年「うさ

ぎパン」で第2回ダ・ヴィンチ文学

賞大賞を受賞してデビュー。

恋愛をはじめ、家族、友達、会社、

日常で誰にでもおこりうる体験が丁

寧に描かれていて、共感できます。

大学生、会社員などいろんな立場の

人間模様が描かれた著書があります

が、今回はヤングアダルト世代が背

景の一冊をご紹介します。

やさしい気持ちになれる本です。

新しい学校、年上の友だち、はじめ

ての恋。いろんな人たちとの出会い

のなかで、恋について、家族につい

て考え、少しずつ世界を広げていく

15歳の優子。そんな彼女に降ってき

た、小さなやさしい奇跡とは?

前半は、「恐竜の本」

後半は、「学園ものミステリー！」

今回は

たきわ あさこ

瀧羽　麻子

さんの本

ー９ー

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

赤ちゃんとお母さん、お父さんが、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。
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土

16
科学あそびの会 「静電気の実験」

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にて）

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：地下視聴覚ホール

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

13

月の

催し物ご案内３
杉並区立

中央図書館

土

９ ブックトーク：
「絵入り物語本の愉しみ」～黄金時代の英米挿絵本～

講師：澁川　雅俊

時間：午後３時～５時（開場２時45分）　

場所：地下視聴覚ホール     定員：40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にて）

ブックトーク：
「杉並区に居を構えた芸能人」～徳川夢声から松田優作まで～

時間：午後2時～

場所：地下視聴覚ホール 

※事前のお申し込みが必要です（カウンターまたはお電話にて）

土

16
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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

198３年メトロポリタン歌劇場収録
メトロポリタン歌劇場管弦楽団と合唱団
指揮：ジェームズ・レヴァイン

ヴェルディ：歌劇
「ドン・カルロ」（全三幕）

３月２３日（土）　

時間：正午～４時

（開場：午前１１時４５分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：先着５０名

ジュゼッペ・ヴェルディ生誕２００年記念上映会

「ヴェルディの魅力」

(途中休憩あり)
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月の予定

月 火 水 木 金

３

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

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ

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。

17

10

２

３ ４

科学遊びの会

18 19 20

お話会

21 22 23

あかちゃん
タイム

あかちゃんお話会

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

あかちゃん
タイム

お話会

3029

31
お話会

ありがとうございました

2月18日～22日の蔵書点検による休館期間中には、

ご不便をおかけしました。ご協力いただきありがとう

ございました。無事に点検を終了いたしましたので、

引き続きご利用くださいますようお願いいたします。

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ


