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『北欧デザインの巨人たち　
　あしあとをたどって。』

著者　萩原　健太郎
写真　永禮　賢
出版社　ビー・エヌ・エヌ新社　2011．5
請求記号　238．5ハ
★中央・高円寺・成田・今川所蔵

建築、家具、インテリア、器、グラ
フィック、テキスタイル…。北欧デ
ザイン界の巨匠たちの足跡を追い、
デンマーク、スェーデン、フィンラ
ンドをめぐる、いつだって古くて新
しい北欧デザイン紀行。

『北欧の手づくり春夏秋冬』

著者　セキ　ユリヲ
出版社　地球丸　2012．9
請求記号　594セ
★中央のみ所蔵

編みもの・バンド織り・刺しゅ
う・スタンプ・切り紙…。暮らし
に役立つ北欧の手芸や簡単なお菓
子づくりなどのレシピを、エッセ
イとともに紹介する。

『図説北欧の建築遺産
　都市と自然に育まれた文化』

著者　伊藤　大介
出版社　河出書房新社　2010．12
請求記号　523イ
★中央・永福・柿木　他8館所蔵

ヴァイキングの住居、中世の木造
教会、ナショナル・ロマンティシ
ズム建築から、北欧モダニズムの
建築家・アスプルンド、アール
ト、ヤコブセンまで。魅力的な個
性を宿す北欧の都市と建築を、歴
史や基礎データを交えて紹介。

『古代北欧ルーン占い』

著者　杉原　梨江子
出版社　実業之日本社　2011．7
請求記号　148ス
★中央のみ所蔵

北欧の神様が宿っているという神
秘の古代文字ルーン。24のルー
ン文字と、何も書いていないブラ
ンク・ルーンの25個で占う「ル
ーン占い」の方法と、それぞれが
持つ神秘の力を紹介。

北欧を知る本
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『北欧神話と伝説』

著者　Ｖ.グレンベック
訳者　山室　静
出版社　講談社　2009．9
請求記号　ＢＹク
★中央・宮前・西荻　他2館所蔵

『北欧学のすすめ』

編者　東海大学文学部北欧学科
出版社　東海大学出版会　2010．2
請求記号　238．1ト
★中央・今川所蔵

21世紀型社会である北欧はどん
な国々なのか? 北欧の基本的な情
報をはじめ、歴史的な歩み、「共
生」という考え方に基づくさまざ
まな取り組み、北欧の言語などを
解説する。

『北欧モデル　何が政策イノベー
　ションを生み出すのか』

著者　翁　百合／西沢　利彦／山田　久／
　　　　湯元　健治
出版社　日本経済新聞出版社　2012．11
請求記号　364オ
★中央のみ所蔵

社会経済政策の運営に成功してい
る国々として注目される北欧諸
国。手厚い福祉の代わりに高い税
負担という従来のイメージを超え
た革新性はいかにして築かれたの
か。そのダイナミズムの秘密を追
い、日本への応用可能性を探る。

編者　百瀬　宏／熊野　聰／村井　誠人
出版社　山川出版社　1998．8
請求記号　238．1モ
★中央・柿木・宮前　他3館所蔵

『北欧史』

『北欧の旅』

著者　カレル・チャペック
編訳　飯島　周
出版社　筑摩書房　2009．1
請求記号　ＢＲチ
★中央・高円寺・宮前　他4館所蔵

『北欧音楽入門』

著者　大東　省三
出版社　音楽之友社　2000．6
請求記号　762オ
★中央・永福・高円寺　他4館所蔵
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『小さなトロールと大きな洪水』

作・絵　トーベ・ヤンソン
訳　富原　真弓
出版社　講談社　1999．2
請求記号　940ヤ(児童書)
★中央・宮前・西荻　他2館所蔵

パパはいないけどもう待っていられな
い。冬がくるまえに家をたてなけれ
ば。ムーミントロールとママはおそろ
しい森や沼をぬけ、あれくるう海をわ
たって、お日さまの光あふれるあたた
かい場所をめざします。 

『長くつ下のピッピ』

作　アストリッド・リンドグレーン
絵　ローレン・チャイルド
訳　菱木　晃子
出版社　岩波書店　2007．10
請求記号　940リ(児童書)
★中央・西荻・南荻窪　他3館所蔵

小さな小さな町のはずれ、ピッピ
はサルのニルソンさんと馬といっ
しょに、自由気ままに暮らしてい
ます。イギリスの絵本作家ローレ
ン・チャイルドが、「世界一強い
女の子」ピッピを遊び心いっぱい
に描きます。

『ストリンドベリイ小作品
　夕立ち他2編』

著者　アゥグスト・ストリンドベリイ
新訳　古城　健志
出版社　コスモヒルズ　2007．7
請求記号　949ス
★中央・今川所蔵

愛は永遠か!? 19世紀末のスウェー
デンの鬼才、ストリンドベリイが放
つ歓喜と苦悩の“愛の物語”。戯曲
「夕立」「より強きもの」、短編小
説「恋とパン」を収録。

『悲しみのゴンドラ』

著者　トーマス・トランストロンメル
訳　エイコ・デューク
出版社　思潮社　2011．11
請求記号　949ト
★中央・成田・西荻　他2館所蔵

すぐれた絵画性と稀有の音楽性によ
り、多くの読者を魅了するスウェーデ
ンの世界的詩人、トーマス・トランス
トロンメル。俳句への接近も試みる著
者の代表作「悲しみのゴンドラ」とそ
の後の新詩篇を収録。俳句抄を増補。

～北欧出身の作家たち～
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『戦　争』
今月のテーマは…

　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　８月２日(金)～９月４日(水）

コーナー

ＹＡ展示

『受験の夏をのりきろう
　～都立高校編～』

「国語」の入試問題の出典となった

作品を展示します。

　現代アート、アートを遊ぶ本をご紹介します。

　瀬戸内国際芸術祭、あきたアートフェアなどなど、地域

の活性にアートを、と各地でアートイベントが開催されて

います。この夏、アートの旅はいかがでしょうか。

ＡＲＴを遊ぶ

　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。

★ミニ展示コーナー★

日本の職人

　日本の職人、伝統工芸を紹介します。

　海外からの安めの輸入ものではなく、ほんとうにいいも

のを自分の審美眼で選ぶ、選びたい！という人たちが増え

てきました。日本には、どんな職人さんが？

　これ以上日本の職人技術を失わないために、何ができる

のでしょうか？
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「水玉の女王」とも呼ばれる前衛芸術家・草間彌生の発言を集め

た新書です。84歳になる今も、周囲の評価に驕ることなく、また

現状に満足することもなく、もっといい仕事がしたいと我が道を

突き進む姿に圧倒されます。

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。

『水玉の履歴書』

著   者　　草間　彌生
出版社　　集英社　2013．5
請求記号　702．1ク
★中央・成田所蔵

　杉並区立図書館では、特に「学習室」を設けておりません。館

内の閲覧席は、図書館の資料の閲覧のみのご利用をお願いしてお

ります。

　そこで、受験勉強や個人の学習場所として、小学校の余裕教室

を活用した、「ゆうゆうハウス」をおすすめしています。

★利用には登録が必要です。本人確認のための学生証、免許証、

保険証等をご持参のうえ、事務室にお申込みください。使用料は

無料です。
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ご存知ですか？『ゆうゆうハウス』

　一方こちらは、我が道を突き進むことを許されず、死刑執行人と

して生きることを運命づけられた実在の人物の話です。今現在もた

くさんいる、跡を継ぐことを決められている人の苦悩が、少しだけ

わかった気がします。

著者　安達　正勝
出版社　集英社　2003．12
請求記号　283サ
★中央・阿佐谷・南荻窪所蔵

勉強場所をおさがしの方へ

★西田ゆうゆうハウス★

場所：杉並区荻窪1-38-15

℡：3220-9951

※西田小学校南校舎２階

利用時間：午前９時～午後９時

定員：42名

休館日：第２・４月曜日、年末年始 ★杉九ゆうゆうハウス★

場所：杉並区本天沼1-2-19　

℡：3399-6521

※杉並第九小学校

利用時間：午前９時～午後９時

定員：36名

休館日：第１・３月曜日、年末年始

『死刑執行人サンソン
　国王ルイ十六世の首を刎ねた男』
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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。

『ヘブンリー　プレイス』

著　者　濱野　京子

出版社　ポプラ社　2010.7

請求記号　913ハ(児童)

★中央･永福・柿木　他５館所蔵

　中学受験を控えた６年生の男の子、

和希。「ぼくの親は、和希の自由にし

なさいといいながら、必ず道を指し示

す。こうした方がいいと思うけど、和

希はどう？決めるのはきみだよ…。自

分が選んだと思ってやってきたけど、

本当は自分をごまかしてるって分かっ

てた…」

　そんな時出会ったのは、それぞれ深

刻な悩みをかかえながら暮らす子ども

たち、と大人ひとり。

　問題は、そう簡単に解決しないけれ

ど、自分のことを自分で決める権利

は、誰にでもあるはず…と気づかせて

くれる本です。

　ヤングアダルト世代の子どもを持つ

親御さんにも、ちょっとのぞいてみて

ほしい一冊です。

引っ越してきたまちで、和希は、

暮らしに悩みをかかえた少年少女

たちと出会う。彼らを救いたい。

でも、助けられないのは、自分が

子供だからなの? 緑ふかい林の中

の幸福な時間をえがく、ひと夏の

物語。

今回は

さんの本

はまの きょうこ

濱野　京子

：熊本県生まれ。「フュージョン」でJBBY

賞、「トーキョー・クロスロード」で坪田

譲治文学賞を受賞。他の著書に「その角を

曲がれば」など。
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調べる学習賞コンクール作品のレプリカを展示しています

　「図書館を使った調べる学習賞コンクール」の前年度全
国大会受賞作品のレプリカを展示しています。

　今年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。
　大人顔負けのしっかりした内容や、ユニークなテーマの
作品など、見ているだけでも楽しめます。

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☆

場所：児童資料室



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？
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月の

催し物ご案内８
杉並区立

中央図書館

水

21

対象：児童と保護者（幼児～小学生）

時間：午後２時～

小こわ（幼児向け）　14：００～14：２５

大こわ（小学生向け）14：３５～15：３０

場所：地下視聴覚ホール

土

10
小学生のためのブックトーク「飛ぶ」

対象：小学生

時間：午後２時～　場所：児童資料室

定員：　　　　※申込み先着順

土

３
中学生・高校生のための演劇ワークショップ

対象：中学生・高校生

時間：８／３：13：00～17：00

　　　８／４：11：00～16：00

場所：地下視聴覚ホール

定員：約15名　※申込み先着順（両日とも参加できる方のみ）

日

４

土

31
街にダンボールで映画館をつくろう！

段ボールで映画館を作り、子どもたちが制作した短編映画を上映します。

対象：幼児～中学生と保護者　※講師：田中さとし氏（建築家）

時間：午前10時～午後５時　場所：地下視聴覚ホール、読書の森公園

定員：40名　※申込み先着順　※材料費500円

※申込みは電話またはＥメールで「ちいさなひとのえいががっこう」へ

090-7132-8393　eigagakkou@hotomail.co.jp
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映画
movie

杉並区立

中央図書館

８月２４日（土）　

時間：午後２時～

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～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★

映画で世界一周！～カナダ編～

映画を通じて、その国の文化や社会を知

ろう！今回は、カナダの短編アニメを上

映します。その後で、実際に映画を制作

します。ぜひご参加ください。



土

月の予定

月 火 水 木 金

８

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

10

お話会

11 13 15

お話会

こわいお話会

12 16 17

18

演劇ﾜーｸｼｮｯﾌ゚

2019

※行事の詳細は10,11ページをご覧ください。

親子映画会

21

14

22 23 24

25 26 27

あかちゃん
タイム

28 29

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

お話会

30

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
タイム

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ

6 7 8 9

31
お話会

1 2 3

4 5
演劇ﾜーｸｼｮｯﾌ゚

親子イベント

今年もやってます！

★夏休み　こどもチャレンジ★

長い夏休み、お子さんにたくさんの本との出会

いを経験させてあげてください。ぜひ、親子で

図書館へ！

本を3冊借りるか、読んだ本の感想を書くと、シ

ールが１枚もらえます。夏休みの間に、シール

をたくさん集めてください。台紙がいっぱいに

なると、素敵なプレゼントがもらえます。

７/２０(土)～９/８(日)


