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『富士山ハイキング案内』

著者　伊藤　フミヒロ
出版社　東京新聞　2012．5
請求記号　Ｔ
★中央・宮前・南荻窪　他2館所蔵

面白マイナールートから人気の定番
コースまで、「歩いて楽しい」富士
山の山腹・山麓のハイキングルート
を紹介。富士山登頂コースや冬ハイ
キング、雪山登山も案内する。

『富士山　日本一の名峰。　
　文化遺産と自然のすべて』

出版社　ＪＴＢパブリッシング
　　　　　　2012．7
請求記号　219．5シ
★中央・宮前・成田　他5館所蔵

「文化遺産」と「自然」という2つの
視点から、日本の象徴である富士山の
魅力を紹介。富士山信仰をはじめ芸術
の源泉としての富士山、噴火の歴史、
生息する植物や動物などを解説する。
4つの登山ルートも収録。

『「富士見」の謎　一番遠くから
　富士山が見えるのはどこか?』

著者　田代　博
出版社　祥伝社　2011．6
請求記号　219．5タ
★中央・柿木・高円寺　他5館所蔵

どこからどのように富士山がなが
められるかを研究しつづけた著者
は、全国20都府県のビューポイ
ントをくまなく調査し、富士山可
視マップを作り上げた。それらと
ともに、さまざまな「富士見」の
楽しみを紹介する。

『広重の富士　完全版』

著者　赤坂　治績
出版社　集英社　2011．1
請求記号　721ア
★中央・永福・成田　他3館所蔵

歌川広重の「富士三十六景」「不
二三十六景」「富士見百図」の図
版全点を完全収録。さらに「名所
江戸百景」「東海道五拾三次」に
描かれた富士などの図版も交え、
江戸の習俗を紹介しながら広重の
富士の魅力を紹介する。

世界遺産登録☆富士山
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『Mt.Fuji』

著者　石川　直樹
出版社　リトルモア　2008．12
請求記号　748イ
★中央のみ所蔵

頂きには日本一の風が吹く。19歳で
初めて冬の富士山に登って以来、登
頂した数は20回を超える著者が切り
取った、美しくも厳しい富士山の姿
と、富士吉田市で行われる火祭りの
様子を収録した写真集。

『富士山』

著者　大山　行男
出版社　クレヴィス　2013．4
請求記号　219．5オ
★中央・方南・今川所蔵

追えば逃げ、つかんだと思えばす
るりと消える。青く、赤く、変幻
自在の富士を捉えることができる
のだろうか…。富士山とその周辺
の自然を写し撮った写真集。

『富士百景　白籏史郎The   
　Best Selection』

著者　白籏　史郎
出版社　山と渓谷社　2009．8
請求記号　748シ
★中央・高円寺・西荻・今川所蔵

西伊豆・井田展望台から見る断崖と朝
の富士山、南アルプス前衛・櫛形山か
ら望む富士山と日の出…。春夏秋冬の
季節ごとに、さまざまな角度から富士
山の美しい姿を収めた写真集。

著者　浜口　タカシ
出版社　日本カメラ社　1997．6
請求記号　748ハ
★中央のみ所蔵

秀麗で雄大な富士山の姿はもとより、
まったく珍しい様々な自然現象、そし
て裾野に展開する生活風景をも収録し
た、斬新で魅力的な富士山写真集。こ
こには「活火山富士」を思わせる迫力
とエネルギーがある。

『富士山天地　浜口タカシ写真集』

写　真　集
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『関西の世界遺産　奈良・京都・
　高野山・熊野・姫路城…and 　
　more　33の宝と街遊び』

編　京阪神エルマガジン社
出版社　京阪神エルマガジン社
　　　　　　2010．11
請求記号　709ケ
★中央のみ所蔵

東大寺、熊野本宮大社、二条
城など、世界遺産に指定され
ている関西の神社仏閣城33
を、豊富な写真とともに紹介
する。拝観時間やアクセスな
どの情報も掲載。

『世界遺産屋久島　多様性の回廊』

撮影　水越　武
出版社　講談社　2003．5
請求記号　748ミ
★中央・永福・高円寺　他6館所蔵

世界遺産・屋久島の知られざる
素顔! 海抜0～1900メートルに
亜熱帯から亜寒帯までの気候が
存在する屋久島。その多様性に
着眼し、縄文杉から未踏の幻の
滝、厳冬の雪景色まで30年分
の島の自然を紹介。

『世界遺産小笠原　地球の鼓動
　と生命の神秘を感じる島』

文　福田　泰子
写真　榊原　透雄
出版社　ＪＴＢパブリッシング　2012．10
請求記号　219．36サ
★中央・柿木・宮前　他5館所蔵

２０１１年にユネスコの世界自然
遺産に登録された小笠原諸島。大
陸と一度もつながったことがない
孤高の島々は、独自の生態系を育
んできた。小笠原の島内案内、自
然、動植物、基本情報などを紹

『世界遺産白神山地　自然体験・
　観察・観光ガイド』

著者　根深　誠
出版社　七つ森書館　2011．8
請求記号　219．2ネ
★中央・西荻・南荻窪・今川所蔵

白神のトレッキングコースから渓流
釣りの穴場まで、白神山地の自然体
験・観察・観光を案内。白神山地の
雄大な自然や動植物、白神に息づく
縄文の文化なども解説する。周辺町
村のお役立ち情報、詳細なトレッキ
ング地図付き。

日本の世界遺産
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　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　６月７日(金)～７月３日(水）

コーナー

ＹＡ展示
『ねえ、よんで』

3歳児向けのブックリストが新しくな

りました。掲載されている本をご紹介

します。

6月、雨の季節ですね。そして、紫陽花、カタツムリ。雨

の日、木々の緑は活き活きとします。窓越しに、通りを

行き交う人の色取り取りの傘の流れを見ているのも、な

かなか楽しいものです。図鑑も、眺めているだけで楽し

いものですね。鬱陶しいと言われるこの時期、図鑑を眺

めて楽しく過ごしましょう！

事典・図鑑

『世界チーズ大図鑑』

監修　ジュリエット・ハーバット

出版社　柴田書店　2011．1

請求記号　648シ

★中央・宮前・西荻　他2館所蔵

25カ国750種類以上のチーズを、

販売時の状態とクローズアップ写

真付きでガイド。日本では未紹介

の産地のチーズを含め、生産者の

情報、製法、味の特徴を解説。ま

た、すべてのチーズにお薦めのお

いしい食べ方も掲載。

『アレ何？大事典』

著者　佐々木　正孝

監修　篠崎　晃一

出版社　小学館　2005．5

請求記号　031サ

★中央・南荻窪・方南所蔵

知らなくても恥じゃない。でも、

知っていれば自慢できる! ふだん

目にしているのに、名前がわから

ない「アレ」がわかる事典。世間

でどれくらいの人が知っているの

か、東西差、世代差などのアンケ

ート結果も紹介する。
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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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　前作『１Ｑ８４』から３年ぶりとなる小説です。

　『１Ｑ８４』や『海辺のカフカ』のような“大作”ではなく、

あえて言えば小ぶりでシンプルな小説ですが、多崎つくるという

ひとりの青年の過去と現在をていねいに描き、謎めいたタイトル

の意味を徐々に解き明かしつつ、出会いと別れ、死にまつわるエ

ピソードを中心に紡ぎ出される物語は、確かな読み応えがありま

す。ある出来事から心にそれぞれの傷を抱え、それぞれの人生を

歩む人々が登場するなかで、後半、「人の心と人の心は調和だけ

で結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く

結びついているのだ」と主人公が、タイトルとも関連する象徴的

なピアノ曲のいわば恩寵ともいうべき導きによって理解する場面

は、静謐な美しさとともに印象に残りました。過去の村上春樹作

品を彩ったさまざまな音楽と同様に、この物語で流れる曲も多く

の読者の興味をひくのではないでしょうか。

　また、この作家に特有のユーモラスな（かつ的確な）比喩は今

回は非常に抑えられ、代わりに主人公の心象風景を映し出すかの

ようにセンチメンタルな、あるいは時にリリカルな表現が目立っ

ています。個人的には『スプートニクの恋人』や『アフターダー

ク』といった同じ小ぶりの長編小説がいささか物足りなかったの

に比べて、この新作は久しぶりに充実した読書を味わわせてくれ

た気がします。あくまで個人的には、ですが。

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
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5
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　　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 

　

★
★
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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★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。

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

著   者　　村上春樹
出版社　　文藝春秋　2013.4
分　類　　ム11
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

『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

著者　南陀楼　綾繁

出版社　光文社　2009．11

請求記号　024ナ

★中央・成田・南荻窪・今川所蔵

店の軒先を借り、ひとりが一箱の古本を販

売するという「一箱古本市」など、全国の

ブックイベントで「本と遊ぶ」感性をもつ

「能動的な読者」の現在を報告しながら、

本との新しい付き合い方を考える。

『一箱古本市の歩きかた』

　中央図書館からほど近い場所にある「大田黒公園」ですが

カウンターに立っているとよく道順を尋ねられます。

　大田黒公園は、音楽評論家大田黒元雄（1893～1979）

の屋敷跡につくられた公園です。邸宅の30％を公園にして

ほしいとの遺志から杉並区に寄贈され、整備されました。美

しい日本庭園の中には休憩室や茶室のほか、氏のアトリエを

改装した記念館などがあります。

　入場は無料で、特に新緑や紅葉の季節には人気のスポット

です。

☆「大田黒公園」へ行ったことがありますか？☆

☆「大田黒元雄展　生誕１２０周年」やってます☆

　中央図書館では、大田黒元雄生誕１２０周年を記念して展

示を行っています。（７月まで・ＣＤコーナー横）

　生い立ちをはじめ、ヨーロッパへの渡航を繰り返し、当時

の優れた音楽を日本に紹介した氏の貴重な評論や、大田黒公

園の写真なども展示されています。

　ぜひご覧いただき、大田黒公園へも足をお運びください。

「デビュッシイ以後　音楽論集」　大田黒元雄/著　音楽と文学社 1920 

「続　バッハよりシェーンベルヒ」　大田黒元雄/著　音楽と文学社　1920

「音楽生活二十年」　大田黒元雄/著　第一書房　1935

「音楽の聴き方」　大田黒元雄/著　大泉書店　1949

　　…他

★展示図書★　※貸し出しはできません

ー６ー
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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！

『イグアナくんのおじゃまな毎日』

著　者　佐藤　多佳子

出版社　偕成社　2007.1

請求記号　913サ(児童)

★中央･阿佐谷・方南・今川　所蔵

：1962年東京都生まれ。89年「サマータイ

ム」で月刊MOE童話大賞受賞。著書に「黄色

い目の魚」「しゃべれどもしゃべれども」

「一瞬の風になれ」など。

　最近のものでは「一瞬の風になれ」など

の著書で有名な佐藤多佳子さんの本です

が、これまたオモシロイ一冊です。

　主人公は11歳の小学生樹里とパパが断り

きれずにもらってきたグリーンイグアナ。

「ヤダモン」と名づけ、いやいや世話をは

じめますが…。素直じゃない小学生、樹里

の殺伐としたセリフに、つい笑ってしまい

ます。

　上橋菜穂子さんの解説(あとがき）も一読

の価値ありです。

樹里が誕生日のプレゼントにもらっ

たのは、生きている恐竜イグアナ。

おとなしくて人気のペットだという

が、世話が大変。成長すると二メー

トルの大トカゲになるという。それ

でも、あこがれの少年が偶然イグア

ナが好きと知って…。

前半『社会を知って自分の立ち位置を知ろう！』

後半『”雨”の本』

今回は

さんの本

さとう たかこ

佐藤　多佳子

★６/21(金)～６/27(木)は、「男女共同参画週間」のため、関連本を展示しています。★

今月のテーマは…

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☆

６月１０日（月)～６月１３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。

柿　木
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調べ学習室でクロスワードパズル

期間：6月1日(土)～6月30日(日)

対象：小学生　

場所：調べ学習室     

月の

催し物ご案内６
杉並区立

中央図書館

ぬいぐるみおとまり会

お子様と仲の良いぬいぐるみを、数日間図書館でお預かり

します。その様子を写真に撮り、素敵なアルバムにしてお

届けします！

※申込みが定員に達しましたので、受付は終了しました。

「おとまり会」の様子は後日館内に掲示します。

6月の1ヶ月間、調べ学習室の壁にクロスワードパズルを貼り

出します。毎週増えていくパズルに挑戦してみませんか?答

えは調べ学習室の本を使って調べてみよう。

杉並区では6月を子ども読書月間とさだめています。

子どもを対象とした催し物を企画して、みなさんの来館をお待ちしています。

中央図書館では下記のイベントを行います。

区内の各館でも楽しい催しがたくさんありますので、お子様と一緒にぜひお出か

けください。

６月は子ども読書月間です

講演とドキュメンタリー上映のつどい
「男女平等」と憲法～起草者ベアテさんからのメッセージ～

講師：高見澤たか子（ノンフィクション作家）

上映作品「私は男女平等を憲法に書いた」

時間：午後１時30分～４時30分（開場13時15分）

場所：地下視聴覚ホール

資料代：300円　　※詳しくはお問合せください

土

22

ー11ー

映画
movie

杉並区立

中央図書館

1959年　フランス　99分
監督／フランソワ・トリュフォー

日本語字幕／モノクロ
【お話し】　ヴァレリ＝アンヌ・クリステンさん
　　　　　　(ユニフランス・フィルムズ日本支局長)

『大人は判ってくれない』

６月１日（土）　

時間：午後２時～４時２０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：小・中学生とその保護者

定員：５０名(事前申込不要)

「ちいさなひとのえいががっこう」による

１６ミリ親子上映会

★大人のみの参加はご遠慮ください★

パリの下町に住む12歳の男の子。学校はおもしろ

くないし、家では両親がケンカばかり…。そんな彼

の楽しみは映画を観ること！ある時いたずらがバレ

て鑑別所に入れられてしまいますが…。

『大人は判ってくれない』の上映と、映画の中に描

かれているフランスの日常やフランス映画について

のお話しもあります。

映画で世界一周！～フランス編～



土

月の予定

月 火 水 木 金

６

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

5

お話会

6 8

10

お話会

7

11 12 13 1514

※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

16

9

17 18 19

お話会

20 21 22

あかちゃん
タイム

23 24

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

お話会

25

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
タイム

お話会

1

2 3 4

26 27 28

お話会

29

30

『父親－100の生き方』

著者　深谷　昌志
出版社　中央公論新社(中公新書　1952)
　　　　2008．6
請求記号　Ａ
★中央・永福・宮前　他4館所蔵

現代は自分の父親ぶりに自信の持てない人が多い
といわれている。しかし「昔の父親は偉かった」
というイメージは幻想に過ぎない。明治以降の自
伝100冊に描かれた、「子どもの目から見た」父
親100人の多様な生き方を見る。

6月16日は父の日です

6月1日～6月30日まで「調べ学習室でクロスワードパズル」

講演とビデオ上映


