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一
般特
集

世界には、こんなにいろんなものがある！

装飾品や雑貨、本屋さんから宗教まで、知らない世界に触れてみませんか。

『世界の夢の本屋さん　３』

リスが走り回るアウトドア書店、エリザベス女王御用達の書

店…。本を愛する人が幸せになれる世界の本屋さんを取り上

げ、オーナー・店長・店員のインタビューとともに紹介しま

す。店長・オーナーからの直筆の手紙も収録しています。

1,2巻も区内に所蔵があります。

著　者：清水　玲奈
出版社：エクスナレッジ　2013.11
請求記号：024セ
★中央・柿木・西荻　他５館所蔵

『世界の資源地図  』

鉱物資源、食糧資源、水産資源などの主

要な品目それぞれの世界的な需給状況や

今後の見通し、日本の置かれた立場につ

いて解説。資源争奪戦を読み解くキーワ

ード、資源価格高騰の背景にあるマネー

の流れも紹介します。

著　者：布施　克彦
出版社：青春出版社　2011.7
請求記号：334フ
★中央・永福・宮前　他５館所蔵

『世界のかわいいカップ＆ソーサー』

ヨーロッパ名窯の逸品から、戦後アメリ

カのモダンデザインまで、世界のアンテ

ィーク、ヴィンテージのカップ&ソーサー

をオールカラーで紹介。コラムやエッセ

イも収録する。

著　者：リタ　アリヨシ　他
出版社：日経ナショナルジオグラフィック社　2011.10 
請求記号：290ア
★中央・柿木　所蔵

『一生に一度だけの旅　世界の街道を行くBest500』

ロマンチックな水辺のドライブ、人跡まれな最果ての

地、時が止まったような村や町、活気あるれる都会と

おだやかな郊外…。車で訪ねたい世界の街道500をビ

ジュアルに紹介します。

著　者：明石　和美
出版社：誠文堂新光社 　2012.4
請求記号：751ア
★中央・柿木・宮前　他５館所蔵

世界の○○
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『雲の博物館』

さまざまな雲の形、雲の分類の特徴、雲の発生、世界各地の

美しい雲・珍しい雲…。南極点基地や北極域の各地で雲の写

真を撮ったり、世界各地の名峰を撮影してきた著者2人が、

世界中の雲を、その地域の情景も含めて紹介します。

著　者：菊地　勝弘／山田　圭一
出版社：成山堂書店　2013.12
請求記号：451キ
★中央・柿木・西荻・南荻窪　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：１月５日(月)～２月１５日(日）

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：１月５日(月)～２月１５日(日）

『世界遺産の自然の恵み 』

日本生態学会／編
出版社：文一総合出版　2013.4 
請求記号：519ニ
★中央・今川　所蔵

自然

『不思議で美しい「空の色彩」図鑑』

赤い太陽、白虹、青い雲、オーロラ…。さまざまな空

の色彩を分類した上で、それぞれの現象に科学的な解

説を加え、美しい写真とともに紹介する。観察ガイド

も掲載。光と空気が織りなす、色の不思議と天気のひ

みつがわかる本。

著　者：武田　康男
出版社：ＰＨＰ研究所　2014.8
請求記号：451タ
★中央のみ　所蔵

『デイリーアウトドア 』

著　者：四角　友里
出版社：メディアファクトリー　2012.6 
請求記号：786ヨ
★中央のみ　所蔵

～自然とつながって心ゆたかに暮らそう～

私たちが関わる「自然」の姿を、様々な切り口で紹介した本を集めました。

知っているようで知らない、強く厳しく、美しい自然の世界に触れてみてください。
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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：1／5(月)～2／15(日)～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『69 sixty nine  』

1969年、東京大学は入試を中止。そして九州の基地

の町にある僕の高校は、ある日バリケード封鎖された

。やったのは僕と仲間たち-。自伝的青春小説。

2004年公開映画の原作。

著　者　村上 竜
出版社　集英社  1987.8
請求記号　ム14　保存庫
★中央・永福・阿佐谷
他１館 

『ジミ・ヘンドリックスの伝説  』

著　者　　クリス・ウェルチ
出版社　晶文社　 　2003.12
請求記号　764.7ヘ
★中央・高円寺・西荻　他２館

すさまじい奇行をくり返し、ドラッグに浸り、謎の死

をとげたジミ・ヘンドリックス。デビューから死ぬま

でを追いつづけたロック新聞の記者による、写真満載

の本格的ドキュメント。1975年刊の再刊。

中央図書館では、１・２月に「防災・減災」に関する連続講座の開催を予定して
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。
（１月の講演の予定は６ページに掲載しています）

ミニ展示コーナー

Back to the 69Back to the 69

『地震の夜にできること。』

だいじょうぶ、ひとりじゃないよ。電気が消えた部屋

で不安な夜を過ごした地震のあと。温かく懐かしいタ

ッチで、気持ちを元気にしてくれる絵本。育児学のス

ペシャリストによる特別コラムも掲載。

文・絵　松本 春野
出版社　角川書店  2011.8
請求記号　ＥＣ//児童
★中央・宮前・成田
他３館所蔵

『できることをしよう。
ぼくらが震災後に考えたこと』
著　者　　糸井 重里｜ほぼ日刊イトイ新聞
出版社　新潮社　 　2011.12
請求記号　369.3イ
★中央・柿木・高円寺　他６館

まず、忘れないことならできる。少し分け合うことだ

ってできると思う-。『ほぼ日刊イトイ新聞』に掲載さ

れ、熱い感動の渦を巻き起こした「震災関連」コンテ

ンツ6編と、糸井重里語り下ろしロングインタビュー

を収録。

『家族で学ぶ地震防災はじめの一歩  』

おうちで、通学路で、地震が起こったらどうすればい

いのか。レミカちゃんやリオくんの家族と一緒に考え

ていきましょう。地球科学者が、地震の際に命を守る

ヒントを紹介します。地震が起こるメカニズムなども

解説。

著　者　大木 聖子
出版社　東京堂出版 2014.2
請求記号　360オ//児童
★中央・高円寺・成田
他４館所蔵

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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月の

催し物ご案内１杉並区立

中央図書館

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

21

土

10

防災・減災　連続講座「女性・男性　みんなの視点で」

企画運営：杉並女性団体連絡会

主催：杉並区立男女平等推進センター

時間：午後１時３０分～４時３０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：60名

★事前のお申込みが必要です　03‐3393‐4410

第１回「より良い避難所と支援とは～健康と医療から」

杉並区立男女平等推進センター講座

講師：石井美恵子さん
（東京医療保健大学准教授　内閣府震災マニュアル検討委員など歴任）

第２回　１／２４（土）阿佐谷地域区民センターにて

第３回　２／７（土）杉並区立中央図書館にて

詳細は館内掲示、ホームページ、来月図書館だよりにてお知

らせいたします。
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★中央図書館の特別整理(蔵書点検）日程のお知らせ

特別整理(蔵書点検)を行うため、上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。

２月１６日（月）～２月２５日（水）
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月の予定

月 火 水 木 金

１
杉並区立中央図書館の

日

11 12 14 1613 17

18 19 2120

★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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64
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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。

・ 3

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

1 2

あかちゃんお話会

講座

25
あかちゃん
　タイム

・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

お話会

・


