
遅野井（善福寺公園）

☆おはなし会
　　毎週水曜日/午後2時30分から　☆毎週土曜日/午後2時から
　　2階「おはなしのこべや」　※祝日はお休みします。
☆えいごえほんおはなしかい
　　毎月第3金曜日/午前10時30分から　2階ホール
☆頌栄保育園出張お話し会「こどもの広場」
　　今月は第3月曜日/午後3時から　2階ホール
☆赤ちゃんのじかん
　　毎月第4水曜日/午前10時30分から　2階ホール
☆就労支援相談
　　毎週月曜日/午前10時・11時から（要事前申込）　※祝日はお休みします
☆女性のためのお話体験
　　毎月第2・4火曜日/午前10時・11時から（要事前申込）　※祝日はお休みします

就労支援相談

女性のための
お話し体験

講習会

赤ちゃんの
じかん

★の日は、午後5時に閉館いたします。

◎毎月の行事◎

児童映画会

杉 並 区 立 西 荻 図 書 館

〒167-0042　　東京都杉並区西荻北2-33-9

開　　館　　時　　間
平日・土曜日　午前9：00　～　午後8：00
日曜日・祝日　午前9：00　～　午後5：00
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＜2月の図書館カレンダー＞
2月の休館日　／　5日・19日

日 月 火 西 荻 図 書 館土

休館日



7日　羊たちの沈黙　130分　1991年 アメリカ
　　　監督：ジョナサン・デミ　出演：ジョディ・フォスター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンソニー・ホプキンス

　異常殺人鬼をめぐる女性ＦＢＩ捜査官と狂気の精神科医の交流を描くサ
イコ・スリラー。アカデミー賞５部門受賞。

海を渡ってきた古代倭王
　　　　　　 その正体と興亡

辞書には載らなかった不採用語辞典

エボラvs人類終わりなき戦い 　なぜ二十一世
紀には感染症が大流行するのか ドキュメント御嶽山大噴火

紀元前から6世紀まで、ユーラシア
を貫く壮大な古代史。邪馬台国の
実態を明らかにするとともに、7世
紀に大陸から最後の為政者が渡来
するまでの2000年足らずの間の、
世界を舞台にした倭国の実像と興
亡を描く。

いさぎなさ、ウロキョロ、ぽちる
…。「三省堂国語辞典」の編纂者
が、文芸書からツイッター、バス
の中の大学生の会話までを渉猟し
て集めた、辞書に載らないけれど
魅力的なことばたちをユーモア
たっぷりに解説する。

なぜ、アフリカの風土病にすぎな
かったエボラは大陸を越えたの
か。2014年のアウトブレイク、新
興感染症の実態から、いまできる
対応策までを、スペシャリストが
徹底的に解説する。

2014年9月27日、多くの登山者でに
ぎわっていた御嶽山が突然、大噴
火した。そのとき何が起きたの
か。生還した登山者たちの証言を
中心に、救助現場からの報告と研
究者による分析を収録する。

　　編　集：山と溪谷社
　　出版社：山と溪谷社

　　定員：2名（先着順）

　　定員：30名（定員を上回った場合は抽選）

　　著　者：岡田 晴恵
　　出版社：PHP研究所

～　新着図書のご案内　～

　　申込方法：往復はがきに、講演会名・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・

☆☆西荻図書館　2月のイベント情報☆☆

西荻アカデミア「阿修羅像の三つの顔とキティちゃんの顔」

　　会場：2階ホール

　　講師：西荻図書館職員

今月の一般向け映画会は第1土曜日、児童向け映画会は第4土曜日です。
事前のお申し込みは不要です。2階ホールまでお越しください。

     問い合わせ先：西荻図書館　　3301-1670

　　　　　　　年齢・電話番号を書いてお申込みください。（2月4日必着）

　　会場：2階OPAC

　　申込方法：2月2日（月）から、電話または直接図書館へ

※新着図書リストを、新着図書コーナーにご用意しています。

一般展示：「江戸の暮らし」

講習会「図書館の検索機で本を予約してみましょう！」
　　日時：2月24日（火）　午前10時から11時まで

☆児童向け

♪　2月の映画会ご案内　 ♪

～　2月の展示　～

西荻図書館に新しく入った本の一部をご紹介します。
新着図書コーナーは、一般図書が入口正面の階段わき、児童図書は2階
閲覧席のとなりにあります。ぜひ、ご利用ください。

☆一般向け

　　著　者：小林 惠子
　　出版社：祥伝社

　　著　者：飯間 浩明
　　出版社：PHPエディターズ・グループ

　　日時：2月21日（土）　午後2時から3時30分まで

28日　きかんしゃトーマス〈6〉　25分　1991年 日本
　　　監督：ウィルバート・オードリー

　「きたないきかんしゃ」「トーマスのクリスマス・パーティ」「ゴード
ンみぞにはまる」「あなにおちたトーマス」  他。

100万都市江戸に生きた人々の暮らしぶりがわかる本を紹介します。



ります。

★一般書 BEST 10

　現在も人気のある資料ですので、予約が必要になることもあ

資料です。

　2014年の1年間に、西荻図書館の窓口で貸出をした、人気

2014年　西荻図書館　貸出BEST

1位

2位

書名

ホテルローヤル

カッコウの卵は誰のもの

桜木　紫乃

東野　圭吾

9位

3位

4位

順位

真夏の方程式

3位

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３

サファイア

村上　春樹

東野　圭吾
★視聴覚資料 BEST 5

順位

ポプラ社

1位

2位

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ１

６４ 横山　秀夫

村上　春樹

4位
かいけつゾロリのきょうふのゆうえ
んち

9位

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ２

色彩を持たない多崎つくると、彼
の巡礼の年

村上　春樹

湊　かなえ

中島　京子

8位

村上　春樹

4位

小さいおうち

原　ゆたか

6位

6位

著者 出版社

中川　李枝子

新潮社

文藝春秋

文藝春秋

新潮社

4位
バーバパパのこもりうた（バーバ
パパのちいさなおはなし）

アネット=チゾン 講談社

3位 ぐりとぐら（ぐりとぐらの絵本）

2位
バーバパパのおんがくかい（バー
バパパのちいさなおはなし）

アネット=チゾン 講談社

バーバパパのたんじょうび（バー
バパパのちいさなおはなし）

福音館書店

角川春樹事務所

文藝春秋

集英社

光文社

新潮社

文藝春秋

★児童書 BEST 5

順位 書名 著者 出版社

1位 アネット=チゾン 講談社

3位

タイトル

交響曲第7番イ長調作品92/ベートーヴェン

無伴奏ソナタ第2番イ短調[BWV / J

ソナタ第29番変ロ長調作品106/ベートーヴェ
ン

ピアノ・ソナタ第28番イ長調/シューベルト

ポール・マッカートニー・ライブ！！

3位

3位

3位

ルイ・アームストロング

作曲/ヴォーカル

L.v.ベートーヴェン

ヨハン・セバスティアン・
バッハ

ルートヴィヒ・ファン・
ベートーベン

フランツ・ペーター・
シューベルト

ポール・マッカートニー

ヨハン・セバスティアン・
バッハ

ルイ・アームストロング

無伴奏ソナタ第1番ト短調BWV1001[ほか]
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