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『ゴーヤーレシピ　
　　　おいしく食べる！楽しく育てる！』

著　者：植松 良枝
出版社：主婦と生活社　2013.6
請求記号：596ウ
★中央・柿木・成田　他５館所蔵

『水野仁輔カレーの教科書 』 『からだが元気になる
　　　　　にんにくレシピ』

著　者：水野 仁輔
出版社：NHK出版　2013.5　 
請求記号：596ミ
★中央・柿木・宮前　他２館所蔵

監　修：永山 久夫
出版社：池田書店　2011.7
請求記号：596マ
★中央・西荻・阿佐谷　他３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。

日本初のカレー理論書。カレーとは何か

から、カレーのゴールデンルール、調理

法と仕上がりの関係をコントロールする

ためのシステムカレー学、各種レシピま

で、カレーにまつわるあらゆる事象を論

理的に分析し体系化。

ゴーヤーの肉巻きスティック、ゴーヤーとにら、あさりのチヂミ、

ゴーヤー冷や汁…。和洋中のおかずからカレー、サラダ、スムージ

ーまで、チャンプルーだけじゃないゴーヤーのレシピを紹介します

。ゴーヤーの育て方も収載。

一

般特
集

夏を涼しく、
　からだにやさしく

これから本格的な夏が始まります。夏を元気に乗り切りましょう！

ー3ー

『365日のアロマレシピ 』

『着物いろは 
　　　和のある暮らしを愉しむ』

出版社：日本ヴォーグ社　2007.5
請求記号：593.8キ
★中央　所蔵

『これ1冊できちんとわかる
アーユルヴェーダ』

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：７月４日(金)～８月６日(水）

精油の基本作用だけでなく、心

に与えるエネルギーや占星術と

の関わりをふまえ、「心身不調

の緩和」「家事を楽しくする」

「幸福感のサポート」など、毎

日を楽しくする365日のアロマ

レシピを提案。

これからの夏は冷房には頼れない! 住まいやまちづく

り、着るものや食べもの、さらには気持ちや感覚など

、暮らしのちょっとした工夫から大掛りなことまで、

暑さを楽しく乗り切る99の知恵をアドバイスする。

エネルギーバランスを調えることで自

然治癒力を引き出し、心身を浄化する

、インド生まれの至高のメソッド「ア

ーユルヴェーダ」の解説書。マッサー

ジ、ヨーガ、呼吸法、食事法、セルフ

ケアの方法が満載。

著者：小泉 美樹
出版社：永岡書店　2009.3
請求記号：499コ
★中央　所蔵

『クーラーいらずの
　　　涼しい生活99の技』

イラスト・文：石渡 希和子
出版社：コモンズ　2011.6
請求記号：590イ
★中央・柿木・成田　他１館所蔵

着物に親しむなら、まずは浴衣がおすすめ。半幅帯を

きゅっと締め、素足に下駄をつっかけて、ちょっとそ

こまで出かけましょう。浴衣で涼しく美しく過ごすた

めの、8ブランド今夏浴衣帖、和布で作る小物ほかを

紹介する。

著者：西川 眞知子
出版社：毎日コミュニケーションズ　2011.7
請求記号：490.9ニ
★中央　所蔵
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館内展示コーナーにて、10代の読者に

向けて、毎月テーマを変えて、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。

展示期間：７／４(金)～８／５(火)
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『怪　談』 『「怖い」が、好き！』

著　者　加門七海
出版社　理論社
請求記号　381カ//児
★中央・永福・柿木　他５館所蔵

『演劇は道具だ』

著　者　宮沢　章夫
出版社　理論社　2006.4
請求記号　770ミ
★中央・永福・柿木　他６館所蔵

『ドラマで楽しむ中学校劇１年』

本で夏を涼し
く！怖くて読めません…

夏はやっぱり、怖いは・な・しで涼しくなりましょう。

怖くて読めない、でも読みたい…そんな本いかがですか～

綺想と幻想が創造する痙攣的な美の世界。

日本の風土や伝統、因習や信仰の精粋とも

いうべきラフカディオ・ハーンの名作「怪

談」に、チェコのシュルレアリストの描き

下ろし挿画が収録されています。

耳なし芳一のはなし／おしどり お貞のはな

し／うばざくら／かけひき ／鏡と鐘／食人

鬼／むじな／ろくろ首／葬られた秘密／雪

おんな／青柳ものがたり／十六ざくら／安

芸之介の夢／力ばか／日まわり／蓬萊／虫

の研究／蝶／蚊／蟻

ワークショップ『演　劇』中学生・高校生のための

８月２・３日に中央図書館でワークショップを開催します。

舞台演出、演技講師として活躍中の中野志朗さんを講師にむかえ、身体と声を使い

ながら、本の中の世界を楽しく立体化してゆく、演劇ワークショップです。

７月のYA展示コーナーでは、ヤングアダルト世代に向けた演劇に関する資料を展

示しています。（日程、参加申込み等についてはＰ７をご覧ください）

恐怖を覚えながらも、どうして人は、

この世ならざるモノたちに萌えるのか

…。あの世との境目からつかのま立ち

現れる「お化け」たちを描く、身も心

も震わす”恐怖教育”の一冊。

『いるのいないの』

著　者　京極夏彦
出版社　岩崎書店
請求記号　EC
★中央・永福・柿木　他9館所蔵

おばあさんの古い家で暮らすことにな

った「ぼく」。ある日、家の梁の上の

暗がりを見ていた「ぼく」は、じっと

下を見ている男の顔を見つけた。こわ

くなった「ぼく」は、おばあさんに聞

いてみるのだけど…。

怪談絵本

監　修　北島　春信
出版社　小峰書店　1997.4
請求記号　770コ
★中央・西荻・阿佐谷　他２館所蔵

中学生が自分たちだけで相談し、練習

し、上演できる脚本を厳選し、学年別

と、クラブ用にわけて紹介するシリー

ズ。ドラマとしての楽しさ、面白さを

味わい表現できる脚本集。英語劇2本

を含む17本を紹介。

自己表現が苦手な人は演劇に向いてい

る。不自由な、からだをぐいっと動か

したときに、きしむ音。それこそが表

現というものだから。「演劇」を使っ

て世界や自分やあれこれを考える、シ

ンプルで刺激的な演劇入門。

ラフカディオ・ハーン　著
ヤン・シュヴァンクマイエル　画
平井呈一　訳
出版社　国書刊行会
請求記号　933ハ
★中央・高円寺・成田　他３館所蔵
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月の

催し物ご案内７
杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「じたばたカップをつくろう」

講師：科学読物研究会　原田佐和子さん

対象：幼児～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　定員：20名　

★事前の申込が必要です。

19
土

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

16

日
工作会『七夕飾りをつくろう』

対象：児童と保護者　時間：午後１時～２時

場所：地下視聴覚ホール

★事前のお申込みは不要です。直接会場へお越しください。

　材料は図書館で用意します

６

土 劇団プーク　こども人形劇『おれはママじゃない』

※申込み（抽選）は締切ました

12

夏休み子どもイベント『夏休みチャレンジ』
７月19日～８月31日

期間中、本を３冊借りるか、読んだ本の感想を
書くと、シールがもらえます。
全部ためるとプレゼントがもらえます！

リンドグレーン原作などの16ミリ映画を３日間連続で

上映します。映画を通してスェーデンについて学んでみましょう！

19
土

20
日

21
月

映画で世界一周！～スウェーデン編～

★大人のみの参加はご遠慮ください★上映作品、時間等はお問い合わせください。

ー７ー

７月８日(火)～７月１１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。

方　南

～８月の催し物　ご案内～

８月２日(土) １０：００～１７：００
８月３日(日) １０：００～１６：００

中学生・高校生のための　演劇　ワークショップ
対象：中学生・高校生　※両日とも参加できる方
定員：15名（申込み先着順）
申込み：７月１日より受け付けます。電話または直接カウンターへ
★１階展示コーナーにて関連本を紹介しています。（ｐ４をご覧ください）

８月３日(日) １４：００～

科学ブックトーク
対象：小学生以上
定員：20名（申込み先着順）
申込み：７月１９日より受け付けます。電話または直接カウンターへ



土

月の予定

月 火 水 木 金

７

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

８
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※行事の詳細は6ページをご覧ください。
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お話会
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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

あかちゃんお話会

科学あそびの会お話会
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タイム お話会

映画会

人形劇

映画会 映画会


