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中央図書館は蔵書点検のため
2/16（月）～25（水）は休館致します。
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『酔って記憶をなくします』

編　　　石原 たきび

出版社　新潮社　2010.10

請求記号　BGイ

★中央・永福・方南　所蔵

乗り過ごしや物の紛失なんて序の口。

気付いたら知らない人と京都旅行して

いたり、居酒屋のトイレで三点倒立の

練習をしていたり…。全国の酔っ払い

の皆さんがが起こした爆笑失敗談＆武

勇伝が１７３連発。

 　【内容紹介】

『世界のとんでも法律集』

著　者　盛田　則夫

出版社　中央公論新社　2007.10

請求記号　320モ

★中央・今川　所蔵

「市民は死ぬことを禁じる(ブラジル)

」「教会でおならをした場合、終身刑(

アメリカ)」 こんな決まりが本当にあ

るなんて! 現代法治社会に存在する世

界各地の「とんでも法律」を、その背

景や各地の法律事情を交えて紹介。

 　【内容紹介】

スタ
ッフの

おすすめ本

　なにがどうしてこうなった。本

人でさえそう突っ込みたくなる事

をやってのけるのが、酔っ払いと

いう生き物のようです。

　この本を読んで、自分なんてま

だまだだと思うか、自分の方がも

っと凄いことをやらかしていると

思うか…。失敗談の中にも、見知

らぬ人に介抱されて日本人の優し

さにじーんとするようなお話も

多々収録されています。一つ一つ

のお話がとても短いので、お酒片

手に読んでみてはいかがでしょう

か。

 　【コメント】

　世界には本当にたくさんの国が

あります。そして、たくさんのと

んでも法律が存在します。私たち

日本人にとっては奇妙に見えた

り、そんな事できないよ！と突っ

込みたくなるものだったり。しか

し、それら法律と言うものはその

土地の国民性や特性に根差してい

るものです。

　とんでも法律を見ていくだけで

も面白いですが、そういう背景も

一緒に見ていくと、よりその国の

国民性や特性といったものも見え

て興味深いです。

 　【コメント】

【類似本】ますます酔って記憶をなくします
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『えこよみ　３』

絵　久村 香織　　文　加藤 久人

出版社　Think the Earthプロジェクト　

2009.1

請求記号　449ク

★中央　所蔵

立春、雨水、啓蟄（けいちつ）、春

分、清明、

穀雨…七十二候は、一つの節気を３

つの候に分けたものです。古より、

人々は、自然をよく観察していたよ

うです。

「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮

れ、冬は朝…」淡い桜色や夕焼けの

茜色が目に浮かびます。

　瑠璃（るり）色、鴇羽（ときは）

色って、どんな色なのでしょう。春

の曙色、藤鼠、萌黄等々。本書で

は、季節に合わせた伝統色について

も紹介されています。

　日本人の感性あふれる「えこよみ

」の世界をお楽しみください。

日本人の感性がはぐくんだ72の美しい

季節の言葉を鮮やかなイラストで紹介

する。自然の移ろいを楽しむ暦の絵

本。

 　【内容紹介】

一般展示のお知らせ
中央図書館では、毎月テーマに沿って本を紹介しています。ぜひご覧ください。
１月５日（月）～３月４日（水）：自然・世界の○○

立春は、二十四節気七十二候の一番初

めにあたり、前日が節分です。二十四

節気は一年を１４の季節に分けてそれ

ぞれに名前がついています。

 　【コメント】

 【関連本】

『暦の科学』
～太陽と月と地球の動きから～

著　者　中谷 比佐子

出版社　三五館　2009.6

請求記号　593.8ナ

★中央・区民センター　所蔵

『二十四節気ときもの』

著　者　片山 真人

出版社　ベレ出版　2012.5

請求記号　449カ

★中央・柿木・宮前　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：2／6(金)～3／4(水)

海外ＳＦと日本のＳＦ。一度は読んでみたい作品をご紹介します。現実を離れ、

遠い未来に思いを巡らせてみませんか…。

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『銀河英雄伝説 』

西暦2801年を宇宙歴１年とした遠い未来、人類は

銀河に生活圏を求め、連邦国を設立する。政治の栄

枯盛衰、腐敗が繰り返されるなか、清浄な未来をと

りもどすべく立ち上がる英雄たちの物語。大スケー

ルで繰り広げられる超ＳＦ大作。

著　者　田中　芳樹
出版社　徳間書店　1982.11～
請求記号　Ｎタ177
★中央・高井戸　所蔵

『筒井康隆  ＳＦｼﾞｮﾌﾞﾅｲﾙｾﾚｸｼｮﾝ

細菌人間』

著　者　筒井　康隆
出版社　金の星社　 　2010.3
請求記号　913ツ（児童）
★中央・柿木・高円寺　他７館所蔵

奇想天外、痛快無比、快刀乱麻、波瀾万丈-。卓抜

なイマジネーションで時代を超える、筒井康隆のラ

イトノベル傑作選。宇宙人に乗っ取られた父を救う

ため、キヨシは小さくなって父の体内に入りこむ。

「細菌人間」を収録。

ミニ展示コーナー

『宇宙のネロ』

著　者　星　新一
出版社　理論社 2001.12
請求記号　913ホ（児童）
★中央・永福・柿木　他４館所蔵

日本ＳＦの第一人者、星新一のショートショートセ

レクション。短い物語の中に、現代と未来のいくつ

もの顔を鮮やかにとらえるSF童話。ショートショ

ートの名手が明日の子どもに示す新しい世界。表題

作など17編を収録。

『ロボットvs人類』

著　者　カレル・チャペック　ほか
出版社　ポプラ社　 2005.2
請求記号　900ア（児童）
★中央・成田・下井草　他２館所蔵

Science Fiction(空想科学小説)の世界へようこそ! 

カレル・チャペック「ロボットという言葉はどのよ

うに生れたか」、アイザック・アシモフ「ロビイ」

など、ロボットに関するSF7編を収録。

『一九八四年 』

〈ビックブラザー〉率いる党が支配する全体主義的

近未来。歴史の改ざんを仕事とする主人公ウィンス

トン・スミスは、体制に不満を持ち、反政府地下組

織の活動に興味を持ちはじめ…。

20世紀世界文学の最高傑作と呼ばれるＳＦ文学。

著　者　ｼﾞｮｰｼﾞ・ｵｰｳｪﾙ
出版社　早川書房　2009.7
請求記号　ＢＲ
★中央・宮前・西荻・高井戸
　所蔵
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月の

催し物ご案内２杉並区立

中央図書館

大人のための読み語り
朗読作品　平岩弓枝『ふたりぼっち』
　　　　　ウェブスター『あしながおじさん』
　　　　　乃南アサ『姑の写真』

出演：読み語り「やよいの会」

対象：どなたでも

時間：午後２時～３時３０分（開場１時４５分）

場所：地下視聴覚ホール　定員：40名 

※事前のお申し込みは不要です。直接会場へおこしください。

木

26

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３回「支えあうしくみ作りへ　—被災地から学ぶ—　」

杉並区立男女平等推進センター講座

講師：宗片　恵美子　さん
（ＮＰＯ法人イコールネット仙台代表　仙台市防災会議委員）

土
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※２月16日（月）～２月25日（水）は蔵書点検のため休館いたします
ー７ー

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
２月２８日（土）

★中央図書館の特別整理(蔵書点検）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）

親子映画会
～内容は未定です～
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月の予定

月 火 水 木 金

2
杉並区立中央図書館の

日

11 12 14

16

13

17 18 19 2120

★2月16日から26日まで蔵書点検のため休館いたします。
※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。

3

お話会

お話会

お話会
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

25

お話会あかちゃん
　タイムお話会

・ ・ ・ ・ ・ ・・

映画会


