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『トキワ荘青春物語』

著　　者：手塚治虫&13人
出版社　：蝸牛社　1987.6
請求記号：726テ
★中央　所蔵

巨匠・手塚治虫を中心に、赤塚不二夫、

石ノ森章太郎、藤子不二雄など、今なお

パワフルな漫画家たちの不屈な魂とギャ

グに満ちた懐かしの青春物語。

一
般特
集

中央図書館保存庫に保管されている、たくさんの漫画の中からいくつか選んでご紹

介します。懐かしのあの漫画この漫画…　この機会にぜひ、読んでみてはいかがで

しょうか。

『谷岡ヤスジ傑作選

　天才の証明』

著　　者：谷岡 ヤスジ
出版社　：実業之日本社　 
　　　　　1999.11
請求記号：726タ
★中央　所蔵

『ナニワ金融道』

著　　者：青木雄二
出版社　：講談社　1991
請求記号：726ア
★中央　所蔵

『のらくろ喫茶店』

著　　者：田河 水泡
出版社　：講談社　1981.10
請求記号：726タ
★中央　所蔵

『人魚の森』

著　　者：高橋 留美子
出版社　：小学館 　1994.4
請求記号：BGタ
★中央　所蔵

『花より男子』

著　　者：神尾 葉子 
出版社　：集英社　1992
請求記号：726カ
★中央　所蔵

『サザエさん』

著　　者：長谷川 町子 
出版社　：姉妹社 　1980
請求記号：913ハ//児
★中央　所蔵

『セキララ結婚生活』

著　　者：けら えいこ 
出版社　：メディアファクトリー 
　　　　　1991
請求記号：726ケ
★中央　所蔵
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関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：１１月７日(金)～１２月３日(水）

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：１１月７日(金)～１２月３日(水）
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『山椒大夫・高瀬舟』

人買いのためにひきはなされた母と姉弟受難を通して犠

牲の意味を問う「山椒大夫」

安楽死の問題を提示した「高瀬舟」のほか「阿部一族」

「金貨」など代表作5編を収録。

著　者：森鴎外
出版社：偕成社　2004.6
請求記号：913モ//児
★中央・宮前・下井草　他3館所蔵

森鴎外
１１月２２日の講演会は“知の散歩道　名作を読み直すー森鴎外「高瀬舟」が問いか

けることー”です。それにちなんで、森鴎外の評論・著作関連の本を集めました。

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：11月7日(金)～12月3日(水）

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：11月7日(金)～12月3日(水）

『演劇場裏の詩人森鷗外
　　若き日の演劇・劇場論を読む』

『森鷗外全集
              1～8巻、別冊』

ドイツ留学中、大都市の劇場に足しげく

通った鷗外は、帰国後に日本の演劇状況

の改革を試みた。日独のオリジナル資料

を文献学的アプローチのうえ詳細に分析

し、日本の演劇の近代化をめざした鷗外

の演劇・劇場論を再構成する。

著　者：井戸田 総一郎
出版社：慶應義塾大学出版会　2012.4
請求記号：770ｲ//保存庫
★中央・今川　所蔵

著　者：森 鷗外
出版社：筑摩書房 
請求記号：918.8ﾓ//保存庫
★中央・宮前　所蔵

『森鷗外 国家と作家の狭間で』

国家権力が表現の自由を封じ発禁にする

と、皮肉と批判で報いる。上司から警告

を受けると、かくし名で執筆する-。明治

から大正にかけて、軍医として官界に生

き、作家として文界に生きた森鷗外の苦

悩に迫る。

著　者：山崎 一穎
出版社：新日本出版社　2012.11 
請求記号：910.28ﾓ
★中央・柿木・宮前　他3所蔵

『森鴎外
          日本はまだ普請中だ』
著　者：小堀 桂一郎
出版社：ミネルヴァ書房　2013.1 
請求記号：910.28ﾓ// 保存庫
★中央・宮前・西荻　他１館所蔵
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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。

『ぼくらが大人になる日まで』

著　者　岡田　依世子

出版社　講談社　2007.12

著　者　岡田　依世子

請求記号　913オ(児童)

自分のために、あるいは親のために。

何かをめざして、あるいは何かから逃

れようとして。さまざまな理由から中

学を受験するために進学塾に通う6人

が、めざす2月1日の受験日直前に選び

取ったそれぞれの道は…。

展示期間：11／7(金)～12／3(水)

スタッフのオススメの一冊

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

　中学受験が直接将来の夢につな

がるかどうかは分かりませんが、

少なくとも、何のために、自分が

何をしているのか？考える切っ掛

けになれば、大人への第一歩では

ないかと思います。たとえ明確な

答えは出なくても…。

　大人になるということは、自分

のことを自分で決められるように

なるということ。答えが分かるよ

うになることではないようです。

　この本を読んで、そんなことを

考えました。

『「大好き！」を見つけよう』

元サッカー日本代表、パティシエ、水産庁職員…。「

大好き」なことに打ち込んでいる4人にインタビュー

し、少年少女時代の話、困難にぶつかったときのエピ

ソード、ものの見方や考え方を紹介。生きるヒントが

見つかります。

「将来の夢」…小さい頃から何度となく、大人たちから聞かれてきたこの質問。
大きくなったり小さくなったりしながら、だんだん現実に近づいていくのでしょ
う。だれもが、将来の夢を持ち続けられる世の中でありますように…。

著　者　中原　一歩
出版社　講談社
請求記号　280ナ//児
★中央・永福・柿木
　　　　　　　　　他10館所蔵

『未来をつくる君たちへ
　　～司馬遼太郎作品からのメッセージ～ 』

司馬作品に登場する偉人の生き方・考え方をヒントに

、子どもたちへ未来を切り拓くためのメッセージ。

NHK総合テレビ「未来をつくる君たちへ〜司馬遼太

郎作品からのメッセージ〜」の内容をもとに単行本化

されました。

著　者　立花　隆
出版社　日本放送出版協会
請求記号　910タ//児童
★中央・高円寺・西荻
　　　　　　　　　他4館所蔵

『14歳からの仕事道』

著　者　玄田　有史
出版社　イーストプレス
請求記号　360ヨ
★中央・永福・柿木・高円寺　所蔵　　　

「やりたいことがないのは不幸なことではない」「個

性や専門性なんて簡単には身につかない」…。労働経

済学を専門とする著者が、若い人に向けて、仕事の道

を自分の足で歩いていくために知っておいてほしいこ

とを伝える一冊です。

『わたしが子どもだったころ　１』

第一線で活躍するプロたちは、どんな子ども時代を過

ごしてきたのか?  1は、よしもとばなな、押井守など

13人の原体験を紹介。NHKのテレビ番組、「わたし

が子どもだったころ」のなかから精選して書籍化され

ました。

NHK「わたしが子どもだったころ」
制作グループ／編
出版社　ポプラ社
請求記号　280ホ//児
★中央・永福・柿木
　　　　　　　　　他５館所蔵

 　【内容紹介】

 　【コメント】

将来の夢将来の夢

ミニ展示コーナーにて
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月の

催し物ご案内１１
杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「パズルをつくろう」

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　

★事前のお申込が必要です。

15
土

日

16
講演会：杉並の女性の歩み６０年
　　　　～杉並女性団体連絡会の歴史にふれて～

対象：一般　　時間：午後１時30分～４時

場所：地下視聴覚ホール

定員：40名　費用：資料代500円（高校生以下無料）

★事前のお申込みが必要です

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

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

水

19

聞いて楽しむお話の世界

場所：地下視聴覚ホール　定員：各回５０名

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

日

9

★1部：午後２時30分～３時　対象：幼児～小学校低学年

　2部：午後３時10分～4時　対象：小学校中学年～大人

共催：三つのりんご・中央図書館

小さいお子さんから大人まで楽しんでいただける、スペシャルおはなし会です。
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１１月１０日(月)～１１月１３日(木)

１１月１７日(月)～１１月２１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。

今　川

高井戸

講座「知の散歩道」第１回
名作を読み直す
～森鴎外「高瀬舟」が問いかけること～

講師：髙橋　博史　氏（白百合女子大学教授）

時間：午後２時～４時　場所：地下視聴覚ホール　

定員：60名（当日先着順）

土

22

大人のための読み語り
朗読作品　「虔十公園林」（宮沢賢治）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 

定員：40名（当日先着順）

木

27
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月の予定

月 火 水 木 金

11
杉並区立中央図書館の

日

９ 10 12 1411 15

16 17 1918

※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・

お話会

お話会

スペシャルお話会

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

印のついた日は午後５ 時までです

印のついた日は休館日です

・・ ・

あかちゃんお話会

科学あそびの会

講演会

読み語りの会

講座

★調べる学習コンクールの入選作品を展示しています

１１／７（金）～１１／１2(水)　児童コーナー２階児童資料室


