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『マンション・地震に備えた
　暮らし方』

著者　国崎　信江／つなぐネットコミュニケーションズ
出版社　つなぐネットコミュニケーションズ
　　　　　　2013．3
請求記号　369．3ク
★中央・永福・宮前　他2館所蔵

マンション居住者必携の地震防災
マニュアル。インテリアテイスト
を損なわず部屋の安全性を高める
テクニックから備蓄のコツ、マン
ション全体の防災力を高めるヒン
トまでを紹介。

『首都直下地震にいますぐ備える本』

監修　阿部　慶一
編集　東京防災ＨＯＷＴＯネット
出版社　河出書房新社　2012．5
請求記号　369．3ト
★中央・宮前・阿佐谷　他3館所蔵

「首都直下地震とは何か(何が起
こるのか)」という基礎知識を解
説し、巨大地震に遭遇する場所ご
との対処法、非常時の連絡の取り
合い方、被災後の生活で知ってお
きたい知恵など、命と財産を守る
ためのノウハウを紹介する。

『台所防災術　がんばらなくても
　大丈夫』

著者　坂本　廣子／坂本　佳奈
出版社　農山漁村文化協会　2012．5
請求記号　369．3サ
★中央・柿木・南荻窪・今川所蔵

阪神・淡路大震災で被災した料理
研究家親子が、いま必要な暮らし
の備えを台所目線でまとめた本。
地震発生とその後のサバイバル
術、台所にあるものの活用方法、
手元にあるものでつくるあったか
ごはんなどを紹介する。

『大地震あなたのまちの東京危険度マップ
　東京23区＋多摩地域』

監修　中林　一樹
出版社　朝日出版社　2012．3
請求記号　369．3ア
★中央・永福・柿木　他2館所蔵

東京で直下型地震が起こった際
に、建物倒壊や火災の危険が高い
地域を、東京都の調査データに基
づいて町丁目ごとに色・パターン
別に示したマップと、大地震対策
マニュアルを収録。

９月１日は防災の日
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《日常の防災　自宅編　チェックリスト》

『死なない！死なせない！　
　大震災から家族を守る！』

著者　三井　康壽
出版社　世界文化社　2013．2
請求記号　369．3ミ
★中央・永福・下井草・方南所蔵

自宅の耐震強度を調べておく、家
の中にも安全スペースを確保す
る、最低限必要なライフラインの
代替手段を準備する…。阪神・淡
路大震災の最前線で復興にあたっ
た著者が、家庭でできる防災の心
得を伝授。

□家族での防災会議

□耐震診断・耐震補強

□家具・家電類の固定

□３日分の水・食料

□就寝前の４つの備え　(懐中電灯・スリッパ・ラジオ・風呂の水)

□非常用持ち出し袋(家族に応じたもの・現金など)

いつもの備え

地震発生時

□安全な場所に移動し身を守る

□無理な消火活動はしない

□慌てて外に飛び出さない

！ポイント！
自宅は地震前の備えが大事です。
備蓄品などは家族で必要だと思う
ものを決めて用意しましょう。

『死なない！死なせない！大震災から
家族を守る！』より

災害が発生したら何よりも
まず、自分の身の安全を確
保してください！
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『巨大津波災害から学ぶ』

著者　赤塚　雄三
出版社　鹿島出版会　2013．4
請求記号　369．3ア
★中央のみ所蔵

津波発生のメカニズムから、東日
本大震災の被害実態、被災者救
済、復旧・復興計画と有効な災害
防止対策まで幅広く記述するほ
か、福島第一原子力発電所爆発の
影響、放射能汚染対策、原子力行
政と政治の役割についても言及す
る。

『生き抜くための地震学』

著者　鎌田　浩毅
出版社　筑摩書房　2013．3
請求記号　Ａ(ちくま新書)
★中央・永福・高円寺　他3館所蔵

今後の日本列島では、東日本大震
災を上回る規模の災害を引き起こ
す巨大地震が予想されている。い
ずれ直面する「次の震災」を生き
延びるために必要な情報を厳選
し、わかりやすく解説する。

『地震のはなしを聞きに行く
　父はなぜ死んだのか』

文　須藤　文音
絵　下河原　幸恵
出版社　偕成社　2013．3
請求記号　450ス(児童書)
★中央・宮前・阿佐谷　他4館所蔵

東日本大震災の津波で父を失った
著者が、「なぜ父が死んだのか」
を知るために、地震学、地震考古
学、防災学の研究者をたずね、地
震についての話を聞く。非常もち
だし品チェックリスト付き。

『ふたつの震災〈1・17〉の神戸から
〈3・11〉の東北へ』

著者　西岡　研介／松本　創
出版社　講談社　2012．4
請求記号　369．3ニ
★中央・今川所蔵

あの震災と大津波から1年。被
災者はどのような思いで生きて
きたのか…。阪神・淡路大震災
の取材現場で無力感に打ちのめ
された元神戸新聞記者2人が、
東日本大震災に向き合う本格ル
ポルタージュ。
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ご存知ですか？「非常口」

中央カウンター

棚番号５番の奥

児童カウンターの横

読書の森公園への出口

正面入口

１階

２階参考資料室奥の非常階段からはココへ下りられます

防災月間にちなんで、中央図書館の非常口をあらためて
ご確認ください。非常口を使用する際は、あわてずに、
図書館スタッフの誘導に従っていただきますようお願い
いたします。

児童コーナー

雑誌コーナー

一般開架

※児童カウンターの横と、棚番号５番の奥の扉は非常時のみ開錠されます※
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　詩人、翻訳家、絵本作家でもある著者の処女詩集です。およそ60年

前に発刊されてから、このすがすがしい50編の詩は現在でも多くのフ

ァンをもちます。谷川俊太郎は当時を振り返り「私はほとんど毎日の

ように書いていますから、詩を書くのが楽しかったのでしょう。その

時の特別な心のたかぶりは、今でもかすかに覚えています。」と述べ

ています。職業作家になる以前の著者の若々しい強硬さと、おどけた

ような軽やかさの感じられる作品集となっています。

　残念なことに詩はおおよそ、小説とくらべて敬遠され、関心も薄く

扱われがちです。ただそこには、小説にも劣らないドラマチックな物

語があります。短い文章にもかかわらず映画をみるように色彩が広が

り、音楽をきくような心地いいリズムさえ感じられます。日常の生活

のなかから拾い上げられた出来事と、ひらがなを多く使ったやさしい

言葉を綴っている詩群のなかから、きっとあなたに寄り添う一遍がみ

つかることでしょう。そして、その先に、あなた自身の一遍を書き綴

ってみるのもいいかもしれません。

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。

『二十億光年の孤独、詩集』

著   者　　谷川　俊太郎
出版社　　日本図書センター　2000．3
請求記号　911.56タ
★中央・柿木　所蔵
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中央図書館地下１階にある軽食＆喫茶店「Leaf&Leaf」
のご紹介です。季節メニューや絵画などの企画展は好評
につき要チェックです！
今回は、実際に訪問したスタッフのコメントを中心にご
紹介します。

Leaf&Leaf

★★★★★　１件のクチコミ（中央図書館スタッフより）

■店内
閲覧席のフロアより1～2度涼しい気がします。
オブジェが数点飾られていました。「作品募集」という貼り紙
があったので、おそらく持ち込まれたものでしょう。出来は素
人離れしていました。

■値段
少し高いような気もしていましたが･･･出てきた量を見て、リ
ーズナブルだと思いました！

■味と量
結構ボリュームがあります。私が注文したのはツナのホットサ
ンドセット。温かいスープ、フルーツヨーグルト和えも付いて
いました。

味は良い意味で予想を裏切られ、公共施設の食堂のレベルを軽
く超えていました。洒落たカフェのようでした。手づくりされ
ているだけあって、どこかホッとする味でもありました。

　オトナだけが楽しめる、絵本のような一冊です。現代詩を味わう入

門書として、毎日を忙しく過ごすあなたにおすすめします。

…二十億光年の孤独に

僕は思わずくしやみをした…

…人類は小さな球の上で

眠り起きそして働き

ときどき火星に仲間を欲しがつたりする…
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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。

『秘密の菜園』

著　者　後藤　みわこ

出版社　ポプラ社　2009.7

請求記号　913コ(児童)

★中央･永福・柿木　他10館所蔵

　中学３年の夏休み。いろいろ考えた

り、考えたくなかったりする時期…。

　そんな時、サカタ君が偶然出会った

タキイと名のる少年は、自分で作った

小さな菜園でトマトを育てていた。彼

がどこの誰で、なぜそんなことをして

いるのか、さっぱりわからないまま話

は進んでいきます。

　同じ時間軸を基準に、それぞれの立

場の感情が描写され、最後に場面がつ

ながるという展開。

　二人のかみ合わない会話が、最初は

謎解きのようですが、読んでいくうち

に「そういうことか～」と納得。

　人の心の中は誰にも分からない。分

からないから逃げたくなる。でも気に

なる、そして知ろうとする。

　夏の畑の土埃、はびこる雑草のにお

い、新鮮なトマトの味･･･。

　去り行く夏を惜しみながら、読後感

の良い物語をどうぞ。

　

　

中学3年生のサカタは、うっかり入

ってしまった他人の家の庭で、麦

わら帽子の見知らぬ少年と出会っ

た。かみ合わない会話。なのに気

になって…。謎めいた夏のボー

イ・ミーツ・ボーイ。

今回は

さんの本

ごとう

後藤　みわこ

：1961年愛知県生まれ。「ママがこわれた」

で第17回福島正実記念SF童話賞受賞。著書に

「ぼくのプリンときみのチョコ」「ぼく、探

偵じゃありません」シリーズなど。

ー９ー

★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２５年９月１日（日）～９月３０日（月）
■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

９月９日（月)～９月１２日(木)

９月１６日(月)～９月１９日(木)

９月２４日(火）～９月２７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。

永　福

高井戸地域センター

阿佐谷
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青空おはなし会

対象：児童と保護者

時間：午前11時～（約30分）　

★場所：読書の森公園（※雨天の場合は地下視聴覚ホール）

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

土

28

月の

催し物ご案内９
杉並区立

中央図書館

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

18

科学あそびの会　「魔鏡であそぼう」

対象：小学生（幼児は保護者同伴）

時間：午後２時～　　場所：調べ学習室　定員：20名　

事前のお申込が必要です。カウンターまたはお電話にて。

土

21

土

３
「自分のからだを知ろう！」おはなし会土

21

土

10

５

日

15 ﾌ゙ｯｸﾄーｸ「絵本、もう一つの趣向’おとな’絵本」

対象：一般

時間：午後１時30分～３時30分

場所：地下視聴覚ホール

定員：約40名

講師：澁川　雅俊先生

全３回

～申込みが定員に達しましたので締め切りました～

『ＳＦ　＆　ファンタジー』
今月のテーマは…

　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　９月６日(金)～１０月２日(水）

コーナー

ＹＡ展示
『おとなだって絵本』

深く味わうことのできる大人向け

絵本を展示します。

　名前はもちろん、童話や詩などの作品を知らない人はい

ない「宮沢賢治」という人。数々の作品が生まれ、世に出

た背景には、生い立ちや親・兄弟との関係、宗教、そして

賢治が生まれ育った東北の自然が深く関わっています。

　賢治について少しでも知ってから作品を読むと、また違

った感動を味わえるかもしれません。

　2013年は、宮沢賢治没後80年にあたります。

「宮沢賢治」について

　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★

追悼…

　追悼の意味を込めて、2013年に亡くなった方の著書を

展示します。これからも、図書館の蔵書として、たくさん

の方の目に触れることを願って…。
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土

月の予定

月 火 水 木 金

９

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

14

お話会

15 17 19

お話会

16 20 21

22

科学遊びの会

2423

赤ちゃんお話会

※行事の詳細は10ページをご覧ください。

25

18

26 27 28

29 30

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

青空お話会

あかちゃん
タイム

お話会

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
タイム

ﾌ゙ｯｸﾄーｸ

10 11 12 13

お話会

5 6 7

9

1 2 3 4

8

お話会

お話会

手ぶらで図書館に来たけれど、本をたく
さん借りてしまった！入れる袋がない…

申し訳ありませんが、中央図書館では、
お借りいただいた本を入れる袋はご用意
しておりません。図書館にご来館の際は
利用カードと、念のためマイバッグをお
持ちください。

マイバッグをお持ちください


