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『旅のスケッチ
　　　トーベ・ヤンソン初期短編集』

著　者：トーベ・ヤンソン／富原眞弓：訳
出版社：筑摩書房　2014.6
請求記号：949ヤ
★中央・永福・柿木　他７館所蔵

『赤い館殺人事件』 『やなせたかし幻想短編小説集

　　　３分間劇場』
著　者：Ａ・Ａ・ミルン／下田紀子：文
出版社：ポプラ社　1987.4
請求記号：930ミ（児童）
★中央のみ所蔵

監　修：やなせたかし
出版社：株式会社サンリオ　1989.10
請求記号：ヤ17
★中央・高円寺　所蔵

「アンパンマン」の作者で知られるやな

せたかしさんによる、50編の短編小説。

劇場への招待券とプログラムが付録にな

った、ユーモラスな装丁が興味を引く。

かなしかったり、おかしかったり、やさ

しかったり、すべての話が３ページにき

っちり収まっている。１話３分で読める3

分間劇場のはじまりはじまり～。

劇作家、児童文学者として知られるＡ・

Ａミルン。ひとり息子のために書いたと

いう「くまのプーさん」は今なお、世界

中の子どもたちに愛されている。

「赤い館殺人事件」は、ミルンが子ども

の本を書き始める前に出版された作品で

たちまちベストセラーになるが、推理小

説はこの１冊だけ。

新聞売りの少年の声、花売りの老女たちの歌…。戦前のヨーロッパ

各都市を舞台に、皮肉とユーモアと愛に満ちた筆致で描く。児童文

学のムーミン、ムーミン・コミックスで知られる著者20代の貴重な

短篇作品集。

一
般特
集

あの人がこんな作品を？！

作者は誰でしょう…？

よく知られている著名な作家の、ちょっと意外な作品を集めてみました。いろんな

作品が生まれる時代背景や、作者の思想の原点が垣間見られる一冊です。
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『第五福竜丸から「3.11」後へ
被曝者大石又七の旅路 』

『これだけは伝えておきたい
　ビキニ事件の表と裏
　　　第五福竜丸・乗組員が語る』

『還らざる楽園
ビキニ被曝40年核に蝕まれて』

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：８月５日(火)～９月３日(水）

原爆投下と福島原発事故を結ぶ、忘

れられた歴史とは-。1954年の水

爆実験「ビキニ事件」による被爆の

後、長い沈黙を経て証言者となった

大石又七の人生を通して、人間と核

との問題を問い直す。

「核」を背負わされて四十数年。サン

ゴ礁に生きる人々が問いかける人権・

平和・人間性とは。20年間マーシャ

ルに通い、ビキニ核実験の爪あとを見

つめ続けてきたフォト・ジャーナリス

トがおくる真実。

著者：小沢節子
出版社：岩波書店　2011.10
請求記号：319.8コ
★中央・高円寺　所蔵

1954年3月1日未明、第五福竜丸の船員だった大石又

七さんは、ビキニ環礁近海でのマグロ漁の途上、アメ

リカの強大な水爆実験に遭遇し、被爆した。自らを襲

った悲劇の体験と、それをもたらした政治の不条理を

訴えます。

著者：島田興生
出版社：小学館　1994.8
請求記号：319.8シ
★中央・永福・西荻　所蔵

著者：大石又七
出版社：かもがわ出版　2007.7
請求記号：559オ
★中央のみ　所蔵

岩波ブックレット

　原水爆禁止活動発祥の地が杉並区だということをご存じでしょうか。昭和29年３月

アメリカによる環礁水爆実験をきっかけとして、水爆禁止の署名運動が杉並区ではじま

りました。この運動は全国に広がり、世界の平和運動へとつながっています。

　当時、運動の拠点となった元杉並公民館跡地（現在の荻窪体育館）には、平和の記念

碑が建てられています。

　水爆禁止署名運動から60年を機に、中央図書館の資料（図書）展示を行います。

平和に関する展示会
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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：８／８(金)～９／３(水)
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『戦争がなかったら』 『もういちど読む
　　山川日本近代史』

著　者　鳥海靖
出版社　山川出版社
請求記号　216ト
★中央・永福・柿木　他8館所蔵

戦争というものは、子どもたちの人生から

何を奪い、何をのこしたのだろうか。リベ

リア共和国での内戦を取材中に出会った右

手を失った少女や少年兵たちの10年間の

記録。

幕末の黒船来航前後から第二次世界大

戦の敗戦にいたる100年近くの日本の

歩みについて、国際社会のなかの日本

という視野に立ちつつ概観し、近代日

本の歴史的特色と問題点をさぐる。見

返しに地図あり。

『バカでもわかる戦争論』

著　者　福田和也
出版社　新潮社
請求記号　391フ
★中央・成田・西荻　他4館所蔵

乃木将軍は愚将にあらず。アメリカは中国という泥沼

に無知…。ヒトの歴史に戦争は付き物。そして今、日

本のまわりを見渡せば、戦争の火種だらけ。いざとい

う時に学ぶのでは遅すぎる「有事」の常識の全て。

著　者　高橋 邦典
出版社　ポプラ社
請求記号　310ホ
★中央・永福・高円寺　他9館所蔵

『日ざかり村に戦争がくる』

作　　　フアン・ファリアス
出版社　福音館書店
請求記号　960フ//児
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

1930年代、内戦下のスペイン。片田舎の小さな村「

日ざかり村」にも戦争の影は忍び寄り、じわじわと村

人の生活を侵していく。やがて訪れた悲劇とは。

『戦争を取材する』

著　者　山本美香
出版社　講談社
請求記号　310ヨ//児
★中央・永福・柿木　他11館所蔵

地雷で脚を失ったアデム、ゲリラに誘

拐され兵士にされたターティ、目の前

で友達を殺されたアブドゥヌール。世

界の紛争地域を取材するジャーナリス

トが、戦争の中で懸命に生きる子ども

たちの姿を紹介し、平和の大切さを訴

える。

戦争を
知ろう学ぼう

８月のYA展示のテーマは「戦争」。戦争に関する本を集めて展示しています。
戦争の事を学び、深く知り、考えてみませんか。

『本当の戦争』

著　者　クリス・ヘッジズ
出版社　集英社
請求記号　391ヘ
★中央・永福・柿木　他5館所蔵

戦争から目をそむけてはならない、そ

れを怖れなければならない。2002年

度ピューリッツァ賞を受賞した『ニュ

ーヨーク・タイムズ』の記者が、15年

間戦場特派員として体験した、戦場の

すさまじい姿を伝えるQ&A集。
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月の

催し物ご案内８
杉並区立

中央図書館

中学生・高校生のための『演劇」ワークショップ

対象：小学生以上　

時間：午後２時～

場所：地下視聴覚ホール

※事前のお申込みが必要です

土

２

土 科学ブックトーク
9

夏休み子どもイベント『夏休みチャレンジ』実施中！
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

お子様と一緒に、ぜひ図書館へ！

日

３

講師：中野志朗（文学座演出部所属）

対象：中学生・高校生　未経験者歓迎です

　　　★両日とも参加できる方

時間：８/２(土)10時～17時

　　　８/３(日)10時～16時（15時より小発表会を予定）

場所：地下視聴覚ホール

定員：15名（申込み先着順）

※事前のお申込みが必要です
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★第１５回　調べる学習コンクール　のお知らせ

☆募集期間：平成２６年９月１日（月）～９月３０日（火）

☆対象：杉並区在住・在学の小学生・中学生・高校生

☆応募方法：区立小学校・中学校へ提出または区立図書館へ　

　　　　　　応募用紙（図書館にあります）を添えて提出

☆作品内容：図書館を使って調べてまとめた作品。

　　　　　　テーマは自由。

☆作品目安

サイズ：小学生はＢ４、中学生以上はＡ４まで

頁数：５０ページ以内（目次・参考文献一覧をのぞく）

☆必ず書くこと

調べるときに使用した本の名前、図書館名、参考にしたホーム

ページのアドレス。



土

月の予定

月 火 水 木 金

８

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

５
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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

28
あかちゃん

タイム お話会

・ ・

29 30

31
お話会

科学ブックトーク

演劇ワークショップ

演劇ワークショップ


