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『復興を取り戻す　発信する

　東北の女たち』

編者　萩原　久美子

出版社　岩波書店　2013．4

請求記号　369．3ハ

★中央のみ所蔵

いま必要なのは、経済成長重視の復興で
はなく、一人ひとりの生業が成り立つ社
会をつくること。東日本大震災の被災
地・東北の女性たちによる提言。2012
年東京大学での特別連続セミナーの内容
をもとに書籍化。

『時のイコン　東日本大震災の記憶』

誰かがタバコの空き箱で作ったボトル
シップ。幼い子が小さな手でいろんな絵
を描いたであろうクレヨン。家族の思い
出が詰まったアルバム…。東日本大震災
の被災地に散乱していたモノたちの記憶
を写し撮った写真集。

著者　六田　知弘

出版社　平凡社　2013．12

請求記号　369．3ム

★中央・下井草所蔵

『福島第一原発収束作業日記

　３・１１からの７００日間』

著者　ハッピー

出版社　河出書房新社　2013．10

請求記号　543ハ

★中央・柿木・成田・方南所蔵

あの時、何が起きていたのか? 今、何
が起きているのか? 進まぬ汚染水処
理、劣悪な労務環境、困難を極める廃
炉作業…。福島第一原発現場作業員に
よる、3・11から綴られた「生」の手
記。Twitterを抜粋して書籍化。
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『走れ！移動図書館

　本でよりそう復興支援』

著者　鎌倉　幸子

出版社　筑摩書房　　2014．1

請求記号　015カ

★中央・高円寺・宮前　他6館所蔵

被災者の「心」の回復のために本が必
要だ。本の力を信じて、東日本大震災
直後に立ち上げられた、移動図書館プ
ロジェクト。その活動の始動から現在
までを綴る。

あの日を忘れない

～３・１１　東日本大震災から３年～

『東京の桜　桜名所、散歩コース、

　隠れた穴場…』

選りすぐりの桜だけを美しい写真と簡潔
な文章で紹介したガイドブック。2005
年刊行ですが、桜の名所はずっと健在だ
と思いたい！交通事情や周辺の環境など
は様変わりしている場合もありますの
で、事前のチェックをオススメします。

写真　樋口　一成

出版社　山と渓谷社　2005．3

請求記号　219．36ヤ

★中央・永福・西荻　他3館所蔵

『梶井基次郎小説全集』

梶井基次郎の全小説21編を収録。一般
には「檸檬」の作家として知られてい
る基次郎であるが、この全小説集に
よって、読者はおそらく新しい基次郎
に出会うことだろう。「きわめて純粋
な青春の文学」は永遠に若者たちを刺
激し続けるにちがいない。

著者　梶井　基次郎

出版社　沖積舎　1991．7

請求記号　913．6カ

★中央・柿木・高円寺　他3館所蔵

『おもしろくてためになる

　桜の雑学事典』

桜は日本人の精神風土を映し出す妖し
い多面鏡。桜をめぐる文学、歴史、伝
承の秘密を解く鍵が満載。その他「桜
の名所100選」をはじめ、日本全国の
名所、一本桜を紹介。詳細な「桜の日
本史年表」も収録。

著者　井筒　清次

出版社　日本実業出版社　　2007．3

請求記号　479イ

★中央・宮前・成田　多他5館所蔵
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お花見！

今月の展示コーナーでは、「お花見・桜」に関する本をご紹介して
います。桜の名所ガイドや雑学事典、桜を題材にした小説などを揃
えました。ひとあし早くお花見気分を味わってみませんか。



『キャッチボール』

Ichiro meets you

イチロー・糸井重里　作

出版社　ぴあ　2004.4

請求記号　783.7イ

★中央・永福・成田　他２館所蔵

この本は、以前BSデジタルで放送された
特別番組「糸井重里によるイチローへの
インタビュー」を単行本化したもの。イ
チローの言葉ひとつひとつには、偉業を
達成するだけの説得力があり、ストレー
トに心に響きます。

『十五歳の残像』

あなたはどんな15歳でしたか？欲しかっ
たもの、熱中していたこと、好きな女の子
のこと、いろんな15歳だった、大人たち
のインタビュー集。大人と子どもの境目の
15歳。意外だったり、納得したりの、あ
の人の15歳時代を読んでみよう。

著　者　江國　香織

出版社　新潮社　1998.10

請求記号　914.7エク

★中央・永福・高円寺　他８館所蔵　

『るり姉』

著　者　椰月　美智子

出版社　双葉社　2009.4

請求記号　ヤ252

★中央・永福・高円寺　他５館所蔵

さつき・みやこ・みのりの3姉妹が慕
う、母親の妹のるり姉は天真爛漫で感
激屋。そんなるり姉との日々を、3姉
妹、姉・けい子、夫・開人が、それぞ
れの立場から語られます。

-4- -5-

中央図書館では、毎年、ヤングアダルト世代に向けたブックリスト「いま、この
本」を発行しています。
今月のＹＡ展示コーナーでは、ブックリストとともに、掲載本を展示しています。
子どもの本と大人の本の境界を越えてたのしめる本です。何を読もうか迷った時、
「面白い本ってないかなあ」と感じた時、お役に立てれば幸いです。
「図書館だより」では、過去に掲載されたもののなかから、何冊かご紹介します。

『コカンセツ！』

真剣にやればやるほどイタい俺たち。レオ
タード着用の男子体操部。キャプテンが不
在のうちに、残った下級生でヒップホップ
部に生まれ変わろうと革命を起こす！いろ
いろな意味で派手な周囲に振り回されて、
革命は成功するのか？

著　者　南々井　梢

出版社　徳間書店　2009.7

請求記号　ナ340

★中央・永福・柿木　他４館所蔵　　

この本
いかが?

YA特集

『いま、この本』

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。
ＹＡ展示コーナーもあわせてご覧くださ
い。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。

展示期間：３月７日（金）～４月２日（水）

『楽園のつくりかた』

著　者　笹生　陽子　

出版社　講談社　2002.7

請求記号　913サ

★中央・柿木・高円寺　他６館所蔵

都会の私立中学に通う星野優は、家の都
合で突然、父の故郷に引っ越すことに
なった。ド田舎の学校で３人しかいない
クラスメートは、サルみたいな男とマス
クのだんまり女とオカマ…。優の田舎生
活はどうなる？

スタッフのオススメの一冊
　底抜けに明るくて、自分に正直で、
まさに天真爛漫な「るり姉」。
彼女とかかわる人々が、それぞれの視
点から思いを語ります。最初のエピ
ソードでちょっと悲しい内容を予感さ
せますが、めげずに読み進めてみてく
ださい。安心できる結末が待っていま
す！

　終始客観的な視点で語られるので、
「るり姉」本人の心情は読者の想像に
ゆだねられます。自分にかさねてみた
り、そういえば自分のまわりにもこん
な人いるなぁと思ったり…。「るり
姉」をはじめ、彼女のまわりの愛すべ
き面々のその後について、続きがある
なら読みたくなる一冊でした。オスス
メです。



３
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月 催し物ご案内

中央図書館の

３月１９日（水）

あかちゃん向け絵本の読み聞かせ、わらべうた遊びなどをします。

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

あかちゃんおはなし会

３月１５日（土）

対象：小学生（幼児は保護者同伴）

時間：午後２時～４時　場所：調べ学習室（児童コーナー２階）

定員：20名　★事前のお申込みが必要です

科学あそびの会

『穴あき万華鏡をつくろう』

３月１日（土）

対象：一般

時間：午前10時～11時30分　場所：地下視聴覚ホール

定員：60名（当日先着順）　主催：マザーグースの会

大人のためのおはなし会

３月２１日（金・祝日）

対象：どなたでも

時間：午後１時30分～４時　場所：地下視聴覚ホール

定員：60名（当日先着順）　資料代：500円（高校生以下無料）

主催：歴史をたずねる会＠杉並

講座　『原水禁署名運動から60年』

講師：丸浜　江里子（都留文科大学非常勤講師）
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３月１１日午前１１時　シェイクアウト訓練を実施します

区では、３年前の大震災の教訓を忘れないために、地震発災時
にいちはやく「身の安全を確保」するため、３月１１日（火）
午前１１時から区内全域に向けて訓練のアナウンスの実施を予
定しています。
アナウンスが聞こえましたら、姿勢を低くし、体・頭を守って
（机の下や鞄などで）ください。（約１分間程度）

安全行動の１・２・３

①ドロップ：姿勢を低く！
②カバー：体・頭を守って！
③ホールド・オン：揺れが収まるまでじっとして！

東日本大震災からまもなく３年になります。
３月１１日午前１１時、杉並区内で震度６強の地震が
発生したとの想定で、訓練を行います。図書館利用
者のみなさまのご協力をお願いいたします。



杉並区立中央図書館の

３月の予定

○印のついた日は休館日です

□印のついた日は午後５時までです

日 月 火 水 木 金 土

1

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

9 10 11 12 13 14

16

15

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

○

○

□
□
□
□

□

※行事の詳細は6ページをご覧ください

29

30 31□

赤ちゃんお話会

ありがとうございました

２月１７日～２１日の蔵書点検による休館期間中には、

ご不便をおかけしました。ご協力いただきありがとう

ございました。無事に点検を終了いたしましたので、

引き続きご利用くださいますようお願いいたします。

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

講演会

科学あそびの会

講座


