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『フムフムおじさんの捨てられ
　ない手紙の書き方』

著者　坂川　栄治
出版社　ビジネス社　2005．11
請求記号　816サ
★中央・下井草所蔵

文例集なんて捨てなさい。「貴方
が見えてくる手紙」を書きましょ
う。な～んだそんなこと? いえい
え、これがとっても難しいんです! 
フムフムおじさんの「自分流」手
紙の奥義を紹介。

『すぐ書ける心がホッとやわらぐ
　手紙と言葉』

著者　むらかみ　かずこ
出版社　新人物往来社　2011．11
請求記号　816ム
★中央・南荻窪・高井戸　他2館所蔵

手紙を書くうえでの必要最低限の
ルールをはじめ、簡単に、時間を
かけずに、継続して楽しんでいけ
る手紙の書き方・楽しみ方を紹
介。シチュエーション別のそのま
ま使える実用文例集も掲載。

『お詫び・断り・抗議・依頼の手紙
　の書き方　誠意が伝わる！』

編者　村上　玄一
出版社　日本文芸社　2006．6
請求記号　816ム
★中央・柿木・今川所蔵

詫び状・断り・抗議苦情・忠告・
催促・始末書など、書きづらいと
思われる手紙・文書の文例集。ケ
ース別にわかりやすく構成し、
「ビジネス文書」は社外と社内に
分けて記載する。日常生活とビジ
ネス、両方に使える一冊。

『短くてもきちんと伝わる手紙・
　はがき・一筆箋　どんなシーン
　でもすぐ書ける！』

監修　川崎　キヌ子
出版社　日本文芸社　2012．12
請求記号　816ニ
★中央・高井戸・方南所蔵

手紙の書き方は、実はそれほど難
しいものではありません。季節の
あいさつや品物を贈るとき、お
礼、お祝い、案内状・招待状な
ど、どんなときもすぐに使える手
紙・はがき・一筆箋の文例を多数
紹介します。

手紙を書いてみませんか
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『日本人の手紙』

著者　村尾　清一
出版社　岩波書店　2004．2
請求記号　820ム
★中央・柿木・宮前・南荻窪所蔵

宮本武蔵、良寛、近藤勇、与謝野
晶子、吉田茂、小津安二郎…。ど
のような手紙を誰に書き送ったの
か? 歴史に名を残す人々の、手紙
に垣間見られる意外な素顔、秘め
られた真情を読み解く。

『ファーザー・クリスマス
　サンタ・クロースからの手紙』

著者　Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン
編者　ベイリー・トールキン　　
訳者　瀬田　貞二／田中　明子
出版社　評論社　2006．10
請求記号　935ト
★中央・高円寺・成田　他3館所蔵

「指輪物語」の作者トールキン
が、サンタになりかわってわが
子たちに書き送った手紙をもと
にした書簡集。絵本版には未収
録の書簡やイラスト、シロクマ
の手紙も初公開。トールキン・
ファン待望の美しくぜいたくな
一冊。

『チェ・ゲバラＡＭＥＲＩＣＡ放浪書簡集
　ふるさとへ1953－56』

著者　チェ・ゲバラ
編者　エルネスト・ゲバラ・リンチ
訳者　棚橋　加奈江
出版社　現代企画室　2001．10
請求記号　285ケ
★中央・西荻・南荻窪所蔵

「バカボンド」を自称していた、
革命家チェ・ゲバラの若き日の動
向、考え方を伝える書簡集。24歳
から26歳当時のゲバラの、胸のお
ののき、鼓動が伝わる。若い人々
から、激動の青春を懐かしむ高年
の方々にもお薦め。

『土方歳三、沖田総司全書簡集』

著者　土方歳三／沖田総司
編者　菊地　明
出版社　新人物往来社　1995．12
請求記号　215．8ヒ
★中央・永福・柿木　他4館所蔵

幕末の青春を駆け抜けた土方歳
三と沖田総司の新発見の手紙を
含め全書簡を集成。写真と原文
に詳細な解説を付す。35通に
およぶ二人の手紙から、さまざ
まな出来事や彼らの心情が、し
みじみと伝わってくる。
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『世紀のラブレター』

著者　梯　久美子
出版社　新潮社　2008．7
請求記号　281カ
★中央・西荻　所蔵

ゆかしき皇族の相聞歌から、来世
の邂逅を願う伴侶の悲哀まで。明
治から平成の百年、近現代史を彩
った男女58人の類まれな、あられ
もない恋文の力をたどる異色ノン
フィクション。

『芸術家・文士の絵手紙』

編者　小池　邦夫
出版社　二玄社　2004．3
請求記号　816コ
★中央・成田・下井草所蔵

用と美がひとつになっている配達
芸術「ハガキ」。日本画家、洋画
家、陶芸家、彫刻家、版画家37名
と、小説家、詩人、歌人11名の絵
手紙90通を収載する。絵手紙百花
繚乱!

『武家に嫁いだ女性の手紙
　貧乏旗本の江戸暮らし』

著者　妻鹿　淳子
出版社　吉川弘文館　2011．9
請求記号　367．2メ
★中央・西荻・方南所蔵

江戸の旗本に嫁いだ女性が美作(岡山)の
実家へ書き送った手紙。そこには家計の
やりくりや子どもの教育、開国で揺れる
世情などが克明に描かれていた。それら
の手紙を読み解き、江戸時代後期の女性
の生活や心情を明らかにする。

『知って得する切手の話
　その集め方・楽しみ方』

著者　横佩　道彦
出版社　日本郵趣出版　1995．4
請求記号　690ヨ
★中央・南荻窪所蔵

切手と切手集めの基本的な知識
から、世界最初の切手、伝説的
な大コレクター、世界の珍品切
手などの興味深い話や封筒や切
手の見方、価値あるコレクショ
ンの作り方などを解説。
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『ビジュアル・ワイド　明治時代館』

出版社　小学館　2005．12

請求記号　216サ

★中央・永福・阿佐谷所蔵

明治時代の45年間を「創業」「建設」

「展開」「変質」の4期に分け、政治制

度の確立、経済活動の基盤の整備、日々

の暮らしの変化、新しい文化の広がりな

どを、写真・図版・図表を駆使して、色

鮮やかに再現する。

『絵　画』
今月のテーマは…

　　展示
　コーナー
　　紹介

展示期間　１２月６日(金)～１月４日(水）

コーナー

ＹＡ展示
『この一年をふり返る』

図書館事業にご協力くださった方

々による「今年一番印象に残った

本をご紹介します。

　さまざまなジャンルが揃っているけれど、その大きさと

重さで貸し出しの少ない大型本と、ちょっとマニアックな

ためかあまり手に取られない雑誌を展示しています。この

機会にぜひのぞいてみてください。

大型本と雑誌

　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★



ー７ー

★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。
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　正面入口を入ってすぐ右に、スノーマンのぬいぐるみが立って

いるのをご存知ですか?

　いつも子どもたちに大人気のスノーマンですが、大人の方にも

癒やしの存在となっているようで、帽子や襟巻きがずれていると

直してくださる方もいます。

　ハロウィンの時期には魔法使い、クリスマスの時期にはサンタ

クロースの衣装を着ているところが見られます。

　以前、洗濯のため長く留守にした時は、いないことを残念がる

お子さんが何人もいました。

　利用者の方々に愛されているスノーマン、今日も微笑みながら

皆様のご来館をお待ちしています。

　ちなみに、児童コーナーのおはなしのへやにもスノーマンと同

じくらいの大きさのぬいぐるみがいます。「たぬき」や「くま」

と呼ばれていますが、実は「あらいぐま」です。

スノーマンのこと

　本書は、ＴＰＰに関心が無くても、興味深さ、サスペンスによって読

者に手に汗を握らせることでしょう。

　限られた者しか見ることができないはずだったＴＰＰ協定原文の検証

（リスクを省みずネット上に誰かがアップロードしたそうです）、米国

にもＴＰＰ反対派の議員が一定数存在すること、経団連がなぜ強力なＴ

ＰＰ推進派なのか、等々、一般のメディアではあまり見かけない事実が

載っています。

　他にも、一度締結すると脱退できないこと、協定文は一字一句変更不

可であること、米国通商代表が「米韓ＦＴＡ以上のものを求める」と発

言したことも紹介されています。

　より理解を深めたい方には、続刊「ＴＰＰで日本支配をたくらむ者た

ちの正体」をお勧めします。

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

『TPPが民主主義を破壊する！

巨大資本による世界征服への恐るべきシナリオ』

著   者　　苫米地　英人
出版社　　サイゾー　2013．7
請求記号　678ト
★宮前所蔵

『ＴＰＰで日本支配をたくらむ者たちの正体』

著   者　　苫米地　英人
出版社　　サイゾー　2013.9
請求記号　678ト
★下井草・今川　所蔵

『ゆきだるま』

作　レイモンド・ブリッグズ

出版社　評論社　1978．10

請求記号　ＥＲ

★中央・永福・柿木　他10館所蔵

男の子が作った雪だるまが、夜中に動き出しました。

パパとママの眠った家の中でいっしょに遊んだり、空

を飛んだり…。美しく心に残るファンタジックな一夜

のストーリー。
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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。

『ボクシング・デイ』

著　者　樫崎　茜

出版社　講談社　2007.12

請求記号　913カ(児童)

★中央･永福・高円寺　他５館所蔵

　「ボクシング・デイ（Boxing day)」

とは、12月26日つまりクリスマスの翌

日で、イギリス、北欧のほか世界12ヵ

国で定められている祝日だそうです。

　もとは、教会が貧しい人たちのため

に寄付を募ったクリスマスプレゼント

の箱を開ける日、または、クリスマス

に仕事をしなければならない人のため

に、プレゼントを渡して労をねぎらう

一日遅れの休日とされていますが、現

在では冬の大バーゲンセールが始まる

日にもなっているとか。

　誰にでも、プレゼントをもらう権利

があって、その箱を開ける機会があ

る。プレゼントを開けるのが少し遅い

子もいるけど、たった１日の違いなん

だ。すべての子どもにプレゼントを渡

すために、僕は先生になったのかもし

れない。箱を開けたときの笑顔を見る

ために…

　「ことばの教室」の佐山先生は、い

つも優しく静かに語りかけます。先生

や友達、校庭のセコイア、壁画のスイ

ミー、鹿のピーター、いろんな声を、

栞と一緒に聞きました。心にじんとし

み込む物語です。

　

クリスマスに1日遅れてプレゼント

を開ける日、それがボクシング・デ

イ。「ことばの教室」に通う少女が

もらったものは、「発音」そして

「言葉」という贈り物だった。級友

や先生に背中を押されて、少女が小

さな扉を開けていく。

今回は

さんの本

かしざき

樫崎　茜

：1980年長野県生まれ。「ファントムペ

イン」にて第47回講談社児童文学新人賞

佳作受賞。

あかね
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１２月１０日(月)～１２月１３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。

宮　前

★年末年始休館のお知らせ

１２月２９日（日）・３０日（月）　午後５時まで開館いたします

１２月３１日（火）～１月４日（土）休館
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講座「知の散歩道」第３回
「明石の君の大堰移住
～二条東院構想から六条院構想へ～」」

講師：平沢　竜介　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

７

月の

催し物ご案内１２
杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「しめかざりをつくろう！」

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　

★事前の申込が必要です。

21

日

22 クリスマス工作会
「サンタさんになろう！」

対象：児童と保護者（幼児～小学生）

時間：午後１時～

場所：地下視聴覚ホール

定員：約20名

事前の申込は不要です。材料は図書館で用意します。

土

★
★

★ ★

日

８
講演とﾄ゙ｷｭﾒﾝﾀﾘー上映「山川菊栄の思想と生涯」

おはなし：井上　輝子　氏（和光大学名誉教授）

対象：一般　　時間：午後１時30分～４時30分

場所：地下視聴覚ホール

定員：約60名　事前のお申込みは不要です。

教育委員会後援事業
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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)

★大人のみの参加はご遠慮ください★

クリスマス親子映画会

映画会こども

１２月２１日（土）

「ちいさなひとのえいががっこう」による

児童イベント

冬休みチャレンジ！

１２／２１～１／１３

本を借りて素敵なシールを集めよう！

★期間中、児童本を３冊借りるか、本の感想を書いてカウンターに

お持ちいただくと、シールをお渡しします。

詳しくはカウンターへお尋ねください。

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並教育委員会



土

月の予定

月 火 水 木 金

12

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

講演会・お話会

16 20 21

講演会

22

科学あそびの会

2423

※行事の詳細は10ページをご覧ください。

親子映画会

・工作会

25

18

26 27 28

29 30

あかちゃん
タイム

お話会

お話会

あかちゃん
タイム

お話会

10 11 12 13

6 7

9

3 4

8

お話会

31 1 2

あかちゃん
タイム お話会

1 2 3 4 5

あかちゃん
タイム

お話会

2014

※新年は5日から開館します。

『クリスマス・ストーリーズ』

作　チャールズ・ディケンズ

訳　田辺　洋子

出版社　渓水社　2011．12

請求記号　933テ

★中央のみ所蔵

『ハウスホールド・ワーズ』誌と『オー

ル・ザ・イヤー・ラウンド』誌のクリス

マス特別号に掲載された物語や素描か

ら、主にディケンズが執筆した部分を抜

粋して収録。エヴリマン・ディケンズ版

を原典としたもの。

今年も１年ご利用ありがとうございました


