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『もっと行きたい！　東京近郊　ゆる登山』

著者：西野　淑子
出版社：実業之日本社　2012.4
請求記号：786.1ニ
★中央・永福・柿木　他８館所蔵

『剣岳〈点の記〉』『ゼロからの山歩き 

　　もっとゆっくり登りたい』

著者：新田次郎
出版社：文藝春秋　2006.1　
請求記：ＢＧニ
★中央・柿木・西荻　他３館所蔵

著者・写真：伊藤幸司
出版社：学研　2003.7
請求記号：786.1イ
★中央・柿木・西荻　所蔵

山登りの基本は、ゆっくり歩いて足もと

をかためること。歩き方を追究すると登

山靴はいらない-。長年の登山経験から導

かれた著者のユニークな発想を盛り込ん

だ、登山の入門書。

日露戦争直後、前人未踏といわれ、また

決して登ってはいけない山と恐れられた

北アルプス・劔岳。測量官・柴崎芳太郎

と案内人・長次郎がさまざまな困難と闘

いながらその頂に挑戦する物語。

3時間くらいの山から、ちょっと頑張る山、憧れのお泊まり山まで、

女子が心惹かれる、東京近郊の登山23コースを紹介。コースガイド

ほか、役立つ情報も満載。コピーして使える登山計画書付き。

データ:2011年12月現在。

一
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日に日に空気が澄んできます。だんだん空も高くなってきます。この時期にしか見

られない、色鮮やかに変わっていく自然の景色を探しに、出かけてみませんか。

一般展示コーナーでは、ガイドブックから山岳小説まで、山や紅葉に関する資料を

展示しています。

山・紅葉
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『学校では教えてくれないお金の話』 『お金が貯まらない人の
              悪い習慣39』

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：１０月３日(金)～１１月５日(水）

お金って何なの? 世の中のモノ

の値段はどう決まるの? お金が

なくてもゴージャスに暮らせる

方法って? 知っておきたいお金

のあれこれを、流通ジャーナリ

ストが楽しく伝授します。

考え方や口グセ、生活スタイルを修

正すれば、誰でも「お金に不自由し

ない」暮らしができるようになる! お

金が貯まらない人の様々な悪習慣を

明らかにし、「お金のストレスフリ

ー」を実現するコツをわかりやすく

解説します。

著者：金子哲雄
出版社：河出書房新社　2011.7
請求記号：337カ
★中央・柿木・成田　他６館所蔵

著者：田口智隆
出版社：マガジンハウス　2010.12
請求記号：338タ
★中央・柿木・宮前　所蔵

『お金とひとの物語』

様々な国や民族の儀式、古今東西の神話や伝説、小

説や映画などを紹介しながら、お金の歴史、形、象

徴的な意味や力、お金にまつわる様々な現象や行為

を考察。さまざまな形で人の本性を見つめさせるお

金の神秘のはなし。 

著者：ﾀｯﾄﾞ･ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ　訳：鈴木主税
出版社：時事通信社　1997.7（絶版）
請求記号：337ク
★中央のみ所蔵

おカネのはなし

お金のこと、どのくらい知ってますか？流通、経済、税金、年金、おこづかいなど

など、誰もが少なからずその渦に巻き込まれている「おカネ」。お金にまつわるい

ろいろを、様々な視点で書かれた資料をご紹介します！
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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：10／3(金)～11／5(水)
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『かわいい動物
色えんぴつ』
絵　　　秋草愛+こんぺいとうたち
出版社　主婦の友社　 
請求記号　725ア//
★中央・高円寺・下井草　他3館所蔵

「かわいい動物を色えんぴつで描こう」をテーマ

にした色えんぴつ画の入門書。大好きになると楽

しく描け、描くうちにもっとかわいく、もっとい

としくなる。身近な動物から、動物園、水族館に

いる動物まで、描き方を丁寧に紹介。

『からだの秘密』
ヒトの体内には奇跡がいっぱい! 脳みそ見学ツアー、

「人体スーツ」の魔法のメカニズム、身の毛もよだつ

毛の実体、不思議なクイズ…。てんこ盛りのイラスト

の数々であなたの頭を刺激するサイエンス本。

『面白図解はじめての「解剖学」』

精緻なる人体の構造と機能を解き明かす解剖学は、知

的好奇心を大いに刺激するエキサイティングな学問で

す。斬新なメディカル・イラストをふんだんに駆使し

て、「人体のしくみ」を軽妙な文章でわかりやすく解

説します。

自分のからだを知ろう！
　今月の展示はからだに関する本を集めてみました。実は全然知らない、自分
のからだ…。この機会に、からだについて知識を深めてみませんか。

著　者　ニック・アーノルド
出版社　PHP研究所
請求記号　490ア//児
★中央・成田・阿佐谷
　　　　　　　　　他１館所蔵

著　者　高橋 優三
出版社　講談社
請求記号　491.1タ
★中央・成田・下井草　所蔵

『人間なぜだろう? 』
毛は抜くと痛いのになぜ切っても痛くないのか? 顔は

わかるのに名前を思い出せないのはなぜ? 西洋人の鼻

は高く日本人の鼻は低いはなぜか? 人間に関する208

の雑学を、わかりやすく解説します。

著　者　坪内 忠太
出版社　新講社
請求記号　491ツ
★中央・方南・今川　所蔵

色鉛筆の世界

『ふとふり返ると』
近藤喜文画文集

高畑勲監督、宮崎駿監督の作品を支えたアニメーター

・近藤喜文の心温まるスケッチ集。色鉛筆で、生き生

きと温かく描かれた人々、スケッチに添えられた著者

のコメントが、現代人が忘れてしまった何かを思い起

こさせます。

『1日10分で絵が
うまくなる色鉛筆ドリル』
著　者　稲月 ちほ
出版社　講談社　 
請求記号　725イ
★中央　所蔵　　　

著　者　近藤 喜文
出版社　徳間書店　 
請求記号　726コ//
★中央・高井戸　所蔵

用意するのは赤青の色鉛筆と紙だけ。目玉焼きやハ

ンバーガー、どら焼きなど身近な食べ物を題材に、

色鉛筆スケッチの描き方のコツを紹介します。カー

ドが作れる特製トレース用下絵付き。

『カード・はがき絵
水彩色えんぴつ』
絵　　　秋草 愛・小泉 さよ
出版社　主婦の友社　 
請求記号　725ア
★中央・方南・今川　所蔵
　　　　　　　　　

水彩画の透明感と色えんぴつの味のある線を気軽

に楽しめる水彩色えんぴつで描く、四季のはがき

絵とポストカードの入門書。水彩色えんぴつの基

本の使い方から、季節のモチーフ、花の描き方、

旅行スケッチ等を多くの実例で紹介。

色鉛筆で描かれた画集や、色鉛筆の技術本などの

展示を行っています。
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月の

催し物ご案内１０
杉並区立

中央図書館

ハロウィン工作会
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）

日

26

２１世紀における大学生のメディア利用動向
ネット社会でのマスメディアの役割の変化

対象：大人　時間：午後１時～２時３０分

場所：地下視聴覚ホール　定員：６0名

★事前の申し込みが必要です。お電話またはカウンターへ。

土

1１

ゆずり葉ストーリー　★監督講演会と映画上映会
～早瀬憲太郎監督　映画「ゆずり葉」を語る～

対象：大人　時間：午前１０時～正午　手話通訳あり

場所：地下視聴覚ホール

定員：50名（申込み不要です。直接会場へ）

日

12

自分のからだを知ろう

全３回　10／４☆１０／１８☆１１／１　（全３回）

対象：５歳児と保護者　講師：聖路加国際大学からだ教育研究会

場所：地下視聴覚ホール

★申込は締切ました
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１０月７日(火)～１０月１０日(金)

１０月２０日(月)～１０月２３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。

西　荻

成　田

映画で世界一周！～中国編～

「ベスト・キッド」(2010年)

「ちいさなひとのえいががっこう」による

親子上映会

時間：午後１時３０分～４時30分

場所：地下視聴覚ホール

対象：小学生～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★

映画会こども
１０月１９日（日）

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並区教育委員会
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月の予定

月 火 水 木 金

10

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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※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。

・ １・

・31
ハロウィン工作会
ハロウィンお話会

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
　タイム

お話会

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

お話会 講演会

講演会

講演会

講演会

映画会


