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『きょうから日記を書いてみよう』
　～古今の名作日記から学ぼう～

(全３巻）

『残花亭日暦』

著　者：田辺聖子
出版社：角川書店　2004.1
請求記号：915.7タ
★中央・柿木　他7館所蔵

『絵本画家の日記２』

著　者　長　新太
出版社　ＢＬ出版　2003.7
請求記号　726チ（保存書庫）
★中央・高円寺・阿佐谷　他３館所蔵

関連図書は一般展示コーナーにて展示しています

展示期間：６月６日(金)～７月２日(水）

日記

日記を付けたことがありますか？
その日を振り返って、感じたことや出来事をちょこっとだけ書き綴る…。
そんなことを続けていたら、いつのまにか出来上がった物語。
日記という形で綴られた様々な作品をご紹介します。

いまも昔も、たくさんの人に読

まれてきた日記の数々。そこに

はどんなことが書かれているの

か。そしてどんな思いがつまっ

ているのか。さあ、いっしょに

名作とよばれる日記をのぞいて

みよう!

最愛の夫の入院と死。96才の気丈な母

との同居。原稿執筆。講演旅行。賞の

選考。対談。そして、多忙な一日一日

の食卓の風景。人生の激動期のリアル

を、ユーモラスに書き付けた日記文学

の宝もの。『俳句』連載を単行本化。

「病気は好きではないが、フ

シギなことに好きなところも

ある。自分が好きになる。人

を好きになる。」 絵本ジャ

ーナル『Pee Boo』10号〜

30号連載を加筆、再構成し

たもの。ユーモアあふれる辛

口絵日記。

著　者：向後千春
出版社：汐文社　2004.2
請求記号：810コ//児童
★中央・永福・柿木　他４館所蔵
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『フランス菓子図鑑　お菓子の名前と由来』

著　者　大森　由紀子
出版社　世界文化社　2013.8
請求記号　596.6
★中央・柿木・宮前　他７館所蔵

『南イタリア　ｽﾛｰﾌｰﾄﾞな食卓より』 『世界のパン　ｱﾚﾝｼﾞﾌﾞｯｸ』

一
般特
集

世界のごはん・おやつ

世界には、こんなにたくさんおいしいものがある…！
よそいきのごちそうから、ほっとする家庭料理まで、世界のごはんやおや
つに関する図書をご紹介します。見ているだけでも楽しい、おいしそうな
本で、おなかいっぱいになってください。

文/写真　ｱﾄﾞﾘｱｰﾅ･ｳﾞｧﾛｰﾈ
出版社　東京書籍　2004.9　 
請求記号　596.23ウ
★中央・高円寺　所蔵

著　者　鈴木　理恵子
出版社　新光社　2013.2
請求記号　596.6ス
★中央・宮前・阿佐谷　他５館所蔵

バゲット、チャバッタ、黒パン、ベーグ

ル、チャパティ、バインミー、食パン…

世界の多種多様なパンと、それらを使っ

たサンドなどのアレンジレシピを多数紹

介する。パンの歴史や製法、日本のパン

事情なども掲載されています。

南イタリア田舎の食生活は、スローフー

ドの原風景。ワイン、オリーブオイル、

ソーセージ、すべて自家製。アドリアー

ナの南イタリアおいしいエッセイ。家庭

料理レシピ付き。

マカロン、パリ・ブレスト、オペラ、モンブラン、ガレット・デ・

ロワ…。106点のフランス菓子を取り上げ、それぞれの誕生秘話か

ら、名前の由来、生地やクリームの種類など熟知したい基本用語ま

でを解説します。
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展示期間：６／６(金)～７／２(水)
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

十代

『音楽でバリア
を打ち壊せ』

著　菊池昭典
出版社　岩波書店
請求記号　760キ//児
★中央・高円寺・宮前　
他5館所蔵

『14歳の人生練習ドリル』

編著　菅原亜樹子
出版社　講談社
請求記号　159ス
★中央・高井戸　所蔵

各界のトップランナー15人に、若い頃の
悩み、夢を実現するための心構え、困難
の乗りこえ方などをインタビュー。
また、それぞれの代表的なメッセージの
一部を隠して、自分の生き方を考える
ための「問題」として掲載。

『希望の力』

編　フジコ・ヘミング
出版社　PHP研究所
請求記号　760ヘ//児　
★中央・永福・高円寺　他8館所蔵

お金がなくて、ひとりぼっちでも、ピア
ノと夢があったから負けなかった-。
天才といわれながらも、数奇な運命に翻
弄された奇跡のピアニスト、フジコ・
ヘミングが、子どもたちに勇気と希望の
ことばを贈る。

『新・
いきいき体調
トレーニング』

著　正木健雄
出版社　岩波書店
請求記号　490マ//児
★中央・永福・高円寺
他6館所蔵

6月は

杉並区こども読書月間です。
　　
この機会にぜひ、いろいろな本を読んでみて
下さい。

『ボックス！』

編著　百田 尚樹
出版社　太田出版
請求記号　ヒ153
★中央・柿木・高円寺　他7館所蔵

高校ボクシング部を舞台に、天才的ボク
シングセンスの鏑矢、進学コースの秀才
・木樽の2人の少年を軸に交錯する友情、
闘い、挫折、そして栄光。さまざまな
経験を経て2人が摑み取ったものは…。

『高校生からのゲーム理論』

著　松井 彰彦　
出版社　筑摩書房
請求記号　331.1マ
★中央・柿木・高円寺　他3館所蔵

社会科学を塗り替えつつあるゲーム
理論は、「人と人のつながりに根ざ
した理論」である。環境問題、三国志、
恋愛、いじめなど、多様なテーマから
その本質に迫る入門書。

176センチの52キロ。「アンガールズ」みたいな
ハヤブサが、中3になってからハンドボール部に
入るという。マイナーでキモい奴だ。そんなハヤ
ブサを「ウラナリ!」といってガンを飛ばす女が現
れた。彼女がサクラだった-。

『ウラナリ』

著　板橋 雅弘
出版社　講談社
請求記号　913イ//児
★中央・永福・成田　他4館所蔵

～十代の悩みにこたえたい～今月の館内展示コーナーでは、杉並区こども読書月間の
歴代ポスターの展示を行っています。

の

きみたちへ
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６月９日(月)～６月１２日(木)

★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。

柿　木

★アンネ・フランク関連図書について

　アンネ・フランク関連図書の破損事件発生後、図書の配架場所の変更
や補充に時間を要するなど、利用者の皆様にはご不便をおかけして申し
訳ありませんでした。現在、関連図書をもとの場所に戻し、また、図書
の充実に取り組んでおりますのでどうぞご利用ください。
　今回の事件を契機に、全国から、さらに国を越えて寄せられました励
ましのメッセージや図書の寄贈に対しまして、心から感謝申し上げると
ともに、多くの方がアンネ・フランクの思いを引き継ぎ、差別をなくし
平和の尊さを願う心が拡がっていくことを望んでおります。

　中央図書館では、アンネ・フランクに関連する図書をはじめ、今回の
事件に関する資料の展示コーナーを設けました。

場所：中央図書館１階ＣＤコーナー横
展示期間：5月2日(金）～９月３日(水）
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月の

催し物ご案内６
杉並区立

中央図書館

大人のための語りと朗読
朗読作品　北原亜以子『吹きだまり』ほか

出演：読み語り「やよいの会」

対象：一般

時間：午後２時～３時３０分　場所：地下視聴覚ホール 

※事前のお申し込みは不要です。直接会場へおこしください。

金

20

土
劇団プーク　こども人形劇『おれはママじゃない』

対象：３才以上のお子さんと保護者

時間：午前の部　10時30分～

　　　午後の部　13時30分～

場所：地下視聴覚ホール　定員：各回80名（抽選）

★申込み方法★

※申込み期間：６月１～１６日

往復ハガキに①～④までを記入の

うえ6月16日までに中央図書館へ

申し込んでください。

7
12

①希望回（午前or午後）

②住所

③希望者全員の名前と年齢

④電話番号

申込み先：

〒167-0051杉並区荻窪3-40-2３　杉並区立中央図書館　事業係

日

15

アンネのバラ植樹式
講演：高井戸中学とアンネのバラ（仮題）
映画上映：「アンネの追憶」
※詳しくは図書館ホームページか館内掲示をご覧ください。

～７月の行事のお知らせ～

７月６日には七夕工作会もあります！

詳しくは図書館ホームページか館内掲示をご覧ください



土

月の予定

月 火 水 木 金

６

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
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15
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16 17 18
講演会

2019

※行事の詳細は6ページをご覧ください。
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★おはなし会

★あかちゃんタイム

毎週水曜日　午後３時～
毎週日曜日　午後２時３０分～
場所：児童コーナー奥　お話の部屋

毎週火曜日午前１０時３０分～正午
場所：児童コーナー
あかちゃん連れの利用者の方を、図書館スタッフがサポー
トします。頼れるボランティアさんもいますので、あかち
ゃんのための絵本の選び方や読み聞かせの方法など、お気
軽にご相談ください。

あかちゃん
タイム

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会


