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作家による読警案内本をご紹介します。

ベストセラーを生み出す作家の読書歴をのぞけます。自分も読んだことのある本

があるかもしれません。読んでみたくなった本に出会えるかもしれません。

読警家もそうでない人も、ぜひ、手にとつてみてください。

2月に、中央図書館で「ぬいぐるみおとまり会」がありました。お子様のおきに

いりのぬいぐるみを図書館で数日間お預かりして、館内を探検したり、図書館の

仕事を手伝つてもらったり、その様子を撮影し、アルバム1こ して、お迎え時にお

渡しするというイベントです。

多くの方に参力0いただき、今回で5回目を終えました。そこで、今回のぬいぐる

みお泊り会の様子を一般展示コーナーにてご紹介します。また次国のご参力3をお

待ちしております。

晨示期間 :3月 6日 (金)～ 4月 ,日 (ホ )

りこんな絵本ありますじ

『ぬいぐるみおとまりかい』

著者 :風木 一人
出版社 :岩崎書店
請求記号 :EC
★中央・永福・柿木

2014.8

他 7館所蔵

どうしてこんなに本や漫画が大好きなのか。読まずにいられないのか。
たまに自分がこわくなる。もしかして前世は、本に棲息している虫かな
んかだったのか?愛がほとばしる書評集。『読売新聞』掲載等をまとめ

:  大好きなぬいぐるみを連れて、図書館にやつてきたこどもたち。一

:  緒におはなし会を楽しみ、ぬいぐるみを寝かしつけて帰ります。

:  今夜は、ぬいぐるみだけのおとまり会です…。図書館の人気イベン

:  卜を絵本化。
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違いなが

ること
・感想文

て単行本化。
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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：３／６(金)～５／６(水)

中央図書館では、毎年「いま、この本」というブックリストを作成しています。

中高生～大人向けにおすすめの本を選定しています。YA展示コーナーをご覧く

ださい。リストの中から、いくつか本をご紹介いたします。

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『おうちで楽しむにほんの行事』

墨の匂いと書き初め、ひな祭りにちらし寿司、野点

日和、冬を乗り切るカボチャとユズ湯…。昔ながら

の行事、四季を自宅で楽しむためのさまざまなヒン

トを、イラストを使って紹介する。

著　者　広田　千悦子
出版社　技術評論社　2006.12
請求記号　386ヒ
★中央・成田・西荻　他１館所蔵

一般展示コーナー横の棚にて展示しています。

『お面屋たまよし　1  』

著　者　石川 宏千花
出版社　講談社　　 2012.10
請求記号　913ｲ （児童）
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

なりたい姿になれるというお面「妖面」は諸刃の剣。

面をはずせなくなれば荒魂化し、人として生きていけ

なくなる。面作師見習いの太良と甘楽が出会うのは、

妖面への耐えがたい思いに身を焦がす人々。時代ファ

ンタジー。

『世界で最も美しい書店 』

エーゲ海の奇跡の書店、わが家の中庭のような書店、

食と読書を満喫する書店、宮殿に構える白亜の書店、

躍動の都市を映す書店…。世界の美しい書店をカラー

写真で紹介します。

著　者　清水 玲奈
出版社　エクスナレッジ　2013.2
請求記号　024シ
★中央・永福・柿木　他6館所蔵

いま、この本 2014～2015いま、この本 2014～2015

日本の伝統

『家族で楽しむ歳時記
　　　　　　　　　　　・にほんの行事』

監　修　近藤　珠實
出版社　池田書店　2007.12
請求記号　386イ
★中央・阿佐谷・下井草　他２館所蔵

12か月の行事と、誕生から大往生までの人生の節

目の儀礼について、その由来や行い方、服装、食べ

ものなどを、イラストとともにわかりやすく紹介。

しきたりやマナーは、楽しく生活に取り入れるアイ

デアとして折りこむ。

『郷土料理』ポプラディア情報館

小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、テー

マ別の学習資料集。日本全国の郷土料理や伝統的な

食材を、都道府県別に豊富な写真資料とともに紹介

。各地で人気の名物料理も取り上げる。

監　修　龍崎　英子
出版社　ポプラ社　2009.3
請求記号　380ホ（児童）
★中央・永福・宮前　他４館所蔵

『年中行事』ポプラディア情報館

小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、テ

ーマ別の学習資料集。日本の伝統的な年中行事を

12か月に分けて解説するほか、暦、祭り、通過儀

礼・冠婚葬祭も紹介する。豊富な写真資料とコラ

ムも収録。

監　修　新谷　尚紀
出版社　ポプラ社　2009.3
請求記号　380ホ（児童）
★中央・永福・宮前　他５館所蔵

展示期間：３／６(金)～４／１(水)
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月の

催し物ご案内３杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「飛ばして遊ぼう！」

講師：科学読物研究会　原田佐和子さん　

対象：幼児～小学生

時間：午前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。

土

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

18

14

土

７
マザーグースのおとなのためのおはなし会

語り：マザーグースの会

対象：高校生以上

時間：午前10時～11時30分（開場：９時45分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：60名

事前の申込みは不要です。直接会場へおこしください。

地域の子どもたちに読み聞かせなどの活動をしている「マザーグースの会」
が、会員以外の多くの方にもおはなしの世界を楽しんでもらうために、中央
図書館でおはなし会を開催します。
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展示期間　３月９日(月)～３月１５日(日)

★「すぎなみ本の帯アイデア賞」受賞作品を展示します

2014年１２月、小学生から１８歳までの方に向けて、本の帯のデ
ザインアイデアを募集し、751点の応募をいただきました。

受賞作品20点を中央図書館にて上記日程で展示いたします。ぜひ
ご覧ください。

展示場所　中央図書館１階ＣＤコーナー横　常設展示コーナー

※上記日程後は引き続き「有吉佐和子」の展示になります

（※最終日は15:00までとなります）

杉並子どもとおとなのブッククラブ（第２回）

時間：午後２時～４時　場所：地下視聴覚ホール

対象：区内在住の小学校５年生以上の方

定員：各回　子ども25名　おとな15名（申込み多数の場合は抽選）

★Ｅメールにて申込みが必要です。

詳しい申込方法は館内のチラシをご覧ください。

問合せ先：アカデメイア・ブッククラブ研究会　小田玲子

（03-3331-6306）

講師：工学院大学非常勤講師　小田勝己　さん

（杉並区教育委員会後援事業）

土

28

子どもとおとなが同じ本を読んで話し合う会です。「飛ぶ教室」（ケ

ストナー作、講談社文庫、岩波少年文庫ほか）をお読みの上ご参加く

ださい。※第１回の会場は杉並区立高井戸第二小学校（３/１４土）
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月の予定

月 火 水 木 金

3
杉並区立中央図書館の

日
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※行事の詳細は6ページをご覧ください。
２月１６日～２５日の蔵書点検による休館期間中にはご不便を
おかけいたしました。ご協力いただきありがとうございました。
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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

科学あそびの会

25

お話会あかちゃん
　タイムお話会

・ ・ ・ ・

お話会

お話会

あかちゃんお話会

お話会
あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

17
あかちゃん
　タイム

ブッククラブ

お話会

おとなのための

おはなし会


