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『三毛猫ホームズの推理』

女性恐怖症の片山義太郎刑事が引き取った三毛猫のホー

ムズは、タダの猫ではなかった-。大ヒットシリーズの第

1作にして、永遠の傑作が装いも新たに登場。ロング・

インタビュー、特別書下ろし短編も収録した永久保存版

著　者：赤川 次郎
出版社：光文社　2006.3
請求記号：ア014//
★中央・高円寺・高井戸　所蔵

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：12月5日(金)～12月30日(火）

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：12月5日(金)～12月30日(火）

『街の灯 』

著　者：北村 薫
出版社：文芸春秋　2003.1
請求記号：キ082//保存庫
★中央・永福・高円寺　他5館所蔵

『黒猫の遊歩あるいは美学講義』

士族出身の上流家庭・花村家にやってき

た若い女性運転手。令嬢の「わたし」は

「虚栄の市」のヒロインにちなんで、彼

女をひそかに「ベッキーさん」と呼ぶ。

そして不思議な事件が…。北村薫スペシ

ャル・インタビューなども収録。

士族出身の上流家庭・花村家にやってき

た若い女性運転手。令嬢の「わたし」は

「虚栄の市」のヒロインにちなんで、彼

女をひそかに「ベッキーさん」と呼ぶ。

そして不思議な事件が…。北村薫スペシ

ャル・インタビューなども収録。

著　者：森 晶麿
出版社：早川書房　2011.10
請求記号：ﾓ181
★中央・永福・柿木　他5所蔵

『θは遊んでくれたよ 』

著　者：森 博嗣
出版社：講談社　2005.5 
請求記号：Nモ098//
★中央・永福・柿木　他７館所蔵

ミステリー

美術理論を駆使する若き大学教授、通称

「黒猫」と、その「付き人」をつとめる

ポオの研究者。そんな彼と彼女が出会っ

た、6つの事件の物語。魅力的なキャラク

ターで織り上げる、楽しいミステリ。

『フランス白粉の秘密 』『フランス白粉の秘密 』

著　者：エラリー・クイーン
出版社：角川書店　2012.12
請求記号：BGク//
★中央・宮前・成田　他2館所蔵

著　者：エラリー・クイーン
出版社：角川書店　2012.12
請求記号：BGク//
★中央・宮前・成田　他2館所蔵
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一
般特
集

パズル・クイズ・推理ミステリー

固い頭を読書で体操！やわらか頭のための難問！？を集めました。

頭の体操

『やわらか頭「江戸脳」
                     をつくる和算ドリル』

江戸時代のベストセラー「塵劫記」。「読み書きソロバン」

のソロバンの教科書として使われたこの実践の書を通して、

やわらか頭「江戸脳」に迫るトレーニング本。江戸時代の「

数と量の世界」の解説、和算遊戯やパズル等も収録!

著　者：高橋 誠、金谷 俊秀
出版社：講談社　2006.4
請求記号：419タ
★中央・成田・阿佐谷　他3館所蔵

『都会(まち)のトム&ソーヤ
ゲーム・ブック  』

内人、創也といっしょにゲームの館に閉

じこめられた! このピンチから「きみ」は

無事に脱出できるか? 本の中を行ったり

来たりして、自分で物語をえらびながら

読む「ゲーム・ブック」の第二弾！

著　者：はやみね かおる
出版社：講談社　2013.11
請求記号：790ハ//児
★中央・永福・柿木　他3所蔵

『頭の体操BEST』

ベストセラー「頭の体操」全23集・総数

約2000問のなかから、究極の100問を

セレクト。思考力や創造性を養うさまざ

まなタイプの問題を掲載する。

著　者：多湖 輝
出版社：光文社　2009.8 
請求記号：798タ
★中央・阿佐谷　所蔵

『傑作!物理パズル50』

アメリカ物理教育界の大御所が「数式を使わず、日常生活

から物理を学ぶ」ため、なにげない設定に仕掛けたトリッ

クを、あなたは見破れるか? 驚きながら基本的な考え方が

身につく物理パズル集。

作　　：ポール・G.ヒューイット
出版社：講談社(ブルーバックス　B-1720) 　2011.3
請求記号：A//
★中央・永福・高円寺　他4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

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：12／5(金)～12／30(日)～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『防災から減災へ』

NHK解説委員が、東日本大震災をテレビやラジオがど

のように伝えたかとともに、災害報道の役割や今後の

あり方を展望。被災地での取材から今後の防災対策に

ついての課題を整理し、巨大地震にどう立ち向かうか

を考えます。

犬を飼いたい！と思ったら、まず何からはじめればいいでしょう。準備する
ものは？犬の選び方は？そして何より犬と仲良くなる方法は…？
様々な視点から犬との楽しい暮らし方を紹介した本を展示します。

著　者　山崎 登
出版社　近代消防社  2013.10 
請求記号　369.3ﾔ// 
★中央・南荻
　　　　　　　　　

『ずっと犬が飼いたかった 』

猫派の漫画家が一大決心で迎えた犬は、愛護センター

から生還した雑種犬・れい子さん。やがて始まった1

人と1匹の穏やかな日々。それを蹴破ったのは…。保

護犬とのおっかなびっくりの新生活を綴る。

著　者　成毛　厚子
出版社　幻冬舎  2011.2
請求記号　645ナ
★中央のみ所蔵

『あなたと犬の相性がわかる本』

著　者　福島　寛｜川野 信哉
出版社　ダイヤモンド社　2007.9
請求記号　645フ
★中央のみ所蔵　　　

うちの犬は世界一かわいい。でも実はちっとも言うこ

とを聞いてくれない…。その原因は、あなたの犬への

間違った接し方のせいかも。「人と犬の相性テスト」

で、あなたと犬が幸せに暮らす究極の方法を伝授。

『72時間生きぬくための101の方法　子どものための防災BOOK』

災害が起こって助けがくるまで、長くても3日間。72

時間生きのびれば助かる。子どもたちが、自分の命を

自分の力で守れるように、防災の知識をイラストや写

真とともに解説する。本体裏表紙に日時計などの計測

器つき。

著　者　夏　緑
出版社　童心社  2012.3
請求記号　360ナ//児
★中央・永福・柿木
　　　　　　　　　他10館所蔵

中央図書館では、12・１月に「防災・減災」に関する映画の上映と講演、講座
を予定しています。詳しくは館内掲示、ホームページ等をご覧ください。
（12月の映画＆講演の予定は６ページに掲載しています）

2015年の大河ドラマは吉田松陰の妹、文を主人公にした
物語です。吉田松陰を兄にもち、門下生である久坂玄瑞と
結婚しますが、幕末の騒乱で夫と兄を同時に亡くし…。
吉田松陰と戦士たちとともに、維新の夢を追いかけた女性
の生涯が綴られます。

『歴史REAL　吉田松陰と妹・文』

江戸から明治へと移り変わる激動の時代を生きた吉田

松陰と妹・文の生涯や、松陰と家族の絆を紹介する。

そのほか、松下村塾の群像、ドキュメント長州戦記な

どを収録しました。

出版社　洋泉社
請求記号　281ヨ  2014.8
★高井戸のみ所蔵

ミニ展示コーナー

犬を飼いはじめる人へ

吉田松陰の妹　関連本

防災関連本展示

ふみ

展示棚紹介 一般展示コーナー横の棚にて展示しています。
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１２月９日(火)～１２月１２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。

宮　前

映画で世界一周！～フィンランド編～

「ちいさなひとのえいががっこう」による

クリスマス親子映画会

時間：午後１時３０分～４時15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
１２月２０日（土）

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

今年はトーベヤンソンの生誕100周年にあたります。
映画を通じて、フィンランドのクリスマス風物を楽しく学びます。
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月の

催し物ご案内１２
杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「しめなわ飾りをつくろう」

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：午前１０時～１２時　　場所：調べ学習室　定員：20名　

★事前のお申込が必要です。

20
土

日
『クリスマス工作会』

対象：児童と保護者　時間：午後１時３０分～２時３０分

場所：地下視聴覚ホール　定員：２０名

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

21

日

14

陸前高田ドキュメンタリー「あの街に桜が咲けば」

映画上映と監督による講演会

監督：小川光一

時間：午後２時～３時３０分（開場13:45）

場所：地下視聴覚ホール　対象：一般　定員：50名

事前のお申込みは不要です。

『それでも運命にイエスという。』

毎年一万人以上の人がエイズで死亡しているカン

ボジア。現地でエイズの実態に迫った取材をつづ

け、ドキュメント映画を制作した著者が、その活

動の一部始終を綴った記録。

著　者　葉田　甲太
出版社　小学館  2011.10
請求記号　498.6ハ
★宮前のみ所蔵

本の紹介 映画「あの街に桜が咲けば」の小川光一監督の
第一回監督作品のドキュメント・ストーリーです。
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月の予定

月 火 水 木 金

12
杉並区立中央図書館の

日

14 15 17 1916 20

21 22 2423

★１月５日（月曜日）より通常通り開館いたします
※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。★１２月３０日のあかちゃんタイム
はおやすみします。

・ 62

お話会

お話会

お話会

お話会

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

43 5

28

あかちゃん
　タイム

2015.１/

54 106 87 9

科学遊びの会

クリスマス工作会

講演会
親子映画会


