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『東京の美しい文房具　毎日が
　さりげなく華やぐ、スマート
　なアイテム』

編集　成美堂出版編集部
出版社　成美堂出版　2008．11
請求記号　580セ
★中央・永福・高円寺所蔵

デザインや色で選ぶアイテムをは
じめ、セレクト・ショップのスグ
レもの、「和」の一品、インポー
ト・ステーショナリーなど、華や
かでスマートな文房具をテーマ別
に紹介。著名人のインタビューや
ショップガイドも収録。

『頑張る日本の文房具　ジャパニーズ
　定番ステーショナリーの実力』

編集　「シリーズ知・静・遊・具』編集部
出版社　ロコモーションバブリッシング　2006．6
請求記号　580ロ
★中央・永福・高円寺　他6館所蔵

ニッポンの文具は、やっぱりすご
かった。そこにはハイテクと職人
技と情熱があった。TOMBOWの
デザインコレクション、MAXの
ホッチキスなど、全23メーカー
を総力取材し、実力派ステーショ
ナリーのすべてを紹介。

『仕事が早くなる！ノート・メモ・手             
　帳＆文具術　情報活用力がアップす          
　る仕事効率化ツールのとっておきの
　使い方を身につけよう！』

編集　日本能率協会マネジメントセンター
出版社　日本能率協会マネジメントセンター
　　　　　　2013．3
請求記号　336ニ
★中央・成田所蔵

どんなことでもすぐに記録する習
慣を身につけ、情報力でライバル
に差をつけよう! できる人がやって
いるノートの書き方、ユニークな
手帳術、仕事が楽しくなる文具の
選び方など、仕事道具の効果的な
使い方を紹介する。

『文房具屋さん大賞2013　
　プロが厳正に審査！最高
　の逸品が決定！』

出版社　扶桑社　2013．3
請求記号　580フ
★中央のみ所蔵

毎日文房具と向き合う人が最高の
アイテムを厳選した、「文具屋さ
ん大賞2013」の大賞、新人賞、
各部門賞を発表。ほか、文具芸人
が本気で選ぶ面白文具賞、デジ×
アナ文房具、文房具好きのイチ押
しアイテムなどを収録。

☆読んで楽しむ文房具☆

『文房具の足し算』

著者　和田　哲哉
出版社　ロコモーションバブリッシング　
　　　　　2009．8
請求記号　580ワ
★中央・下井草・方南所蔵

ポストカード+太字万年筆、シャー
プペンシル+クロッキーブック…。
「足して」使うと、こんなに便利! 
実用性と趣味性の両面から複数の
文房具を組み合わせる50の実例を
紹介します。

『気持ちを伝える手づくり文房具
　ありがとうのかわりにひと手間かける』

著者　宇田川　一美
出版社　池田書店　2008．8
請求記号　594ウ
★中央・方南所蔵

ひと手間加えたラッピング、手
づくりのカードや封筒、もらっ
た手紙やメッセージを大切に保
管するアイテムなど、大切な人
に気持ちを伝える手づくり文房
具のつくり方を紹介。巻末に型
紙と図案を収録。

『〈整理・勉強・手帳・ノート〉の
　100円ショップ文具術　100円で
　ここまでできる！』

著者　文房具朝食会／多田　健次
出版社　ダイヤモンド社　2012．7
請求記号　580フ
★中央・柿木・高円寺　他3館所蔵

もっとも身近なサポートツールを
使った、誰にでも今すぐ実践でき
るアイデア集。日本一安くて楽し
い、100円文具をビジネスに活用
する48の方法を紹介する。

『製本工房・美篶堂とつくる文房具』

著者　美篶堂
出版社　河出書房新社　2010．10
請求記号　754ミ
★中央・高円寺・成田　他6館所蔵

ハードカバーのノート、簡易版
和綴じ、机まわりの重ね箱…。
使いやすく、美しいノートを生
産しつづける、製本工房・美篶
堂による文房具づくりのレッス
ン。手順を写真で丁寧に解説し
ます。

みすずどう
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『考える鉛筆』

著者　小日向　京
出版社　アスペクト　2012．4
請求記号　580コ
★中央・柿木・宮前　他2館所蔵

軸の形や色、太さ、芯の濃さやな
めらかさなど、自分流にカスタマ
イズできるのが鉛筆の最大の魅
力。自分にぴったりの鉛筆で、も
のごとを自分らしく考えるための
鉛筆使いのさまざまを紹介する。

『文房具を買いに』

著者　片岡　義男
出版社　東京書籍　2003．8
請求記号　580カ
★中央・西荻・下井草・高井戸所蔵

日本有数の文房具フリークである
著者が、万年筆、手帖、ノート、
鉛筆、消しゴム、ダイアリー、イ
ンデックス・カード、押しピン、
タイプライターなど、文房具の
数々を愛情に満ちた文章とカラー
写真で綴る。

『文具の流儀　ロングセラーと
　なりえた哲学』

著者　土橋　正
出版社　東京書籍　2011．8
請求記号　580ツ
★中央・柿木・南荻窪　他3館所蔵

ポスト・イット、マッキー、キャンパ
スノート…。技術や伝統がたっぷり注
ぎ込まれた文房具のロングセラーを取
り上げ、メーカーの創業の経緯から、
なぜその文具を生み出したのかといっ
たストーリーまでを紹介する。

『さわの文具店』

著者　沢野　ひとし
出版社　小学館　2002．12
請求記号　914．7サワ
★中央・柿木・高円寺　他6館所蔵

万年筆・ボールペン・原稿用紙
から切手ぬらし器、紙縒など全
50品の文房具を取り上げ、それ
ぞれへの思い出、こだわり、喜
びをイラストとともに描いたエ
ッセイ。『本の窓』連載を単行
本化。
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『日本の世界文化遺産を歩く』

著者　藤本　強

出版社　同成社　2010.12

請求記号　219フ

★中央・高円寺・阿佐谷

　他２館所蔵

日本で世界文化遺産に認定されて

いる11カ所のすべてを訪れ、それ

ぞれの歴史的意味、現在の景観な

どを豊富なカラー写真とともに丁

寧に紹介。成立の経緯や指定の条

件等も解説しています。

『動物～Animals～』
今月のテーマは…

　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　１１月８日(金)～１２月４日(水）

コーナー

ＹＡ展示
『夕暮れ、もしくは永い夜』

秋の夜長を楽しむため、時や夜を

めぐる資料を展示します。

　富士山が世界遺産に登録されたのは記憶に新しい出来事

ですが、その他、屋久島や白神山地など、日本が誇る数々

の世界遺産から、世界に点在する絶景の世界遺産まで、関

連書籍をご紹介します。

世界遺産

　一般展示横のミニ展示コーナーでも、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★
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★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。

ー６ー

　「ブックスタート」はあかちゃんと保護者に絵本を開く楽

しい体験といっしょに絵本を手渡し、心ふれあうひとときを

持つきっかけをつくる活動です。

　もとは1992年に英国・バーミンガムで始まりました。

　日本では、2000年の「こども読書年」を機にブックスタ

ートが紹介され、東京都杉並区で最初に試験実施され、その

後全国各地へも広がりました。 

　杉並区では、現在も図書館を中心にボランティアの方々の

協力で、絵本などの袋詰め作業や保健センターでの４ヶ月児

健診時におひとりおひとりに手渡しを行っています。。

　中央図書館児童コーナー奥の「おはなしのへや」には、ブ

ックスタートで配布している絵本以外にも、あかちゃん向け

の絵本がたくさん並んでいます。ぜひご利用ください。

ご存知ですか？
ブックスタート

　　　…暮らしと結びついた美しさが、ほんとうの美しさだ…

　日ごろの'何かおかしいな'と理不尽と感じることに物申そうという気持ち

になるずっしりとした名言集です。彼の言論は、国について権力者につい

て仕事について、戦争についてまで及びます。もちろんこの国に生きる生

活者としての立場から。

　ご存知、花森安治は戦後まもなく創刊された雑誌『暮らしの手帖』の創

始者であり、庶民の暮らしを考え貫いたジャーナリストです。編集長とし

て花森は言います。「良い文章というのは自分の考えていることを相手が

そのまま受け取ってくれる文章だ。」と。どの言葉もストレートで尖鋭で

す。そしてとっても怒っています。読んでいるとなんだか胸のなかのつか

えはすっと腑に落ちて、惰性のなかでまぎれ隠れてしまった正直さが出て

くるようでした。加えてどのページからも彼の'美しさ'を追い求める姿がに

じみでています。

本書の他に花森安治の仕事がわかる２点と併せておすすめします。

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

『灯をともす言葉』

著   者　　花森　安治
出版社　　河出書房新社　2013．7
請求記号　917ハ
★中央・阿佐谷　所蔵

『花森安治の仕事』

著   者　　酒井　寛
出版社　　暮らしの手帖社　2011.9
請求記号　281ハ
★中央・宮前・成田　他４館所蔵

『花森安治のデザイン

～『暮らしの手帖』創刊から30年間の手仕事～』

著   者　　花森　安治
出版社　　暮らしの手帖社　2011.12
請求記号　051ハ
★中央・柿木・高円寺　他７館所蔵



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。

『紙コップのオリオン』

著　者　市川朔久子

出版社　講談社　2013.8

請求記号　913イ(児童)

★中央･永福・柿木　他９館所蔵

　「それでは行ってきます！」と置手

紙を残して、母は「世界を切りとる」

旅に出た…。旅先で更新される母のブ

ログを追いつつ、血のつながらない父

と協力しながら、家事や妹の世話をな

んとかこなしていく中学２年の論理。

　そんな中、学校の創立記念行事の実

行委員に選ばれ、「キャンドルナイ

ト」の指揮をまかされてしまい…。

　家事も学校も、最初は気乗りしない

論理ですが、周囲の人との関わりや母

の発信するブログから、いろんなこと

に気づいていきます。「「やろう」と

いう意志を持って動きはじめると、確

実に物事は動き出す。」…

　母の「家出」で気づかされた、父へ

の思い、母への感情、自分のこと、そ

して迎えたキャンドルナイトの夜…。

　場面はいたって明るく、丁寧に展開

していきます。父、母、妹をはじめ論

理の周りの登場人物はみんな愉快で明

るくて、優しくて…思わずじ～んとく

る場面もあり、とっても読後感のいい

小説です。オススメです。

旅に出た母を待ちながら、中学2年

生の論里は学校の創立記念行事の

キャンドルナイトで校庭に冬の星

座を描く。自分と自分をとりまく

人たちのことを考えはじめた論里

は…。人と人との「つながり」の

もどかしさ、愛おしさが描かれて

います。

今回は

さんの本

いちかわ

市川　朔久子

：1967年福岡県生まれ。西南学院大学文学部

外国語学科卒業。千葉県在住。「よるの美容

院」で第52回講談社児童文学新人賞を受賞し

てデビュー。

さくこ
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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☆

１１月１１日(月)～１１月１４日(木)

１１月１８日(月)～１１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。

今　川

高井戸
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講座「知の散歩道」第２回
「マスメディアを通した英語教育を考える」

講師：高本　裕迅　氏（白百合女子大学文学部教授）

時間：午後２時～４時　場所：地下視聴覚ホール　定員：60名　

★事前の申込みが必要です

土

２

月の

催し物ご案内１１
杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「偏光ステンドグラス」

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　

★事前の申込が必要です。

16

土

９

講演会「調べものの官能と憂鬱」

講師：栗原　裕一郎　氏（評論家）

時間：午後２時～４時　場所：地下視聴覚ホール

対象：高校生以上　定員：50名

★事前の申込みが必要です

土

大人のための語りと朗読
朗読作品『走れメロス』(太宰　治)
　　　　『花映る』(乙川　優三郎)

朗読者：読み語り「やよいの会」

時間：午後２時～３時30分　場所：地下視聴覚ホール

定員：先着30名　

火

５
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時間：午後２時～午後４時１０分

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)

★大人のみの参加はご遠慮ください★

映画で世界一周！～チェコ編～

映画会こども

１１月４日（月）

「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

チェコのアニメーションを上映します

日

24
講演会「核の世紀」から「非核の世紀」へ

講師：豊﨑　博光　氏（フォト・ジャーナリスト）

時間：午後１時～４時　場所：地下視聴覚ホール

対象：中学生以上　定員：60名

★資料費500円（高校生以下無料）

★事前の申込みが必要です

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

20



土

月の予定

月 火 水 木 金

11

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

9

お話会

10 12 14

お話会

11 15

こども映画会

16

17

科学あそびの会

講演会

1918

※行事の詳細は10ページをご覧ください。

20

13

21 22 23

24 25

講座・知の散歩道

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

お話会

お話会

講演会・お話会

あかちゃん
タイムお話会

5 6 7 8

あかちゃんお話会

1 2

4

29 30

3

お話会

26 27 28
あかちゃん
タイム

お話会

Leaf&Leafだより

中央図書館地下一階にある喫茶店です。

朗読会

ダージリン夏摘み茶　ダージリンセカンドフラッシュ(シンブーリ茶園)

アッサム夏摘み茶　クオリティーアッサム(モカルバリ茶園)

☆おすすめメニュー☆

なかなか入荷できない、珍しい紅茶です。ぜひお試しください！

「山田誠展」やってます！

心あたたまる素敵な絵画を展示しています。


