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『ペンギン・ハイウェイ』

小学4年のぼくが住む郊外の街に突然、ペンギンたちが現れ

た。どうやら歯科医院のお姉さんのふしぎな力が関わってい

るらしい。このおかしな事件の謎を解くべく、ぼくは研究を

始めるが…。『野性時代』掲載に加筆して単行本化。

著　者：森見 登美彦
出版社：角川書店　2010.5
請求記号：モ124
★中央・永福・柿木　他11館所蔵

『有頂天家族　1  』

狸の名門・下鴨家。父に先立たれた4兄弟

は、一族の誇りを取り戻すべく、街を駆

け回る。しかし、今日もまた狸と天狗と

人間が入り乱れて巻き起こす化かし合い

が始まって…。『パピルス』掲載に書き

下ろしを加え単行本化。

著　者：森見 登美彦
出版社：幻冬舎　2007.9
請求記号：ﾓ124
★中央・永福・柿木　他9館所蔵

『犬部!  北里大学獣医学部』

行き場を失った犬や猫を救うため奔走す

る現役獣医学部生たち。動物だらけのキ

ャンパスライフは、笑いと涙と感動の連

続!? 青森・十和田でくりひろげられる実

録青春ストーリー。WEBマガジン『ポプ

ラビーチ』連載を書籍化。

著　者：片野 ゆか
出版社：ポプラ社　2010.4
請求記号：645カ
★中央・柿木・南荻窪　他2館所蔵

図
書
館
で

今月の展示は……

動物が出てくる、あーんな本・こーんな本をこれでもかっ！と言うほど集めました。
犬や猫などの身近な動物はもちろん、ペンギンやラクダ、パンダなどの動物園でし
か会えない動物のものもございます。
図書館ならではの、本の動物園をぜひお楽しみください。
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展示期間：４月３日(金)～５月６日(水）展示期間：４月３日(金)～５月６日(水）

中央図書館には英語やフランス語をはじめ、ドイツ語や中国語、ハングル等で書かれ
た本も所蔵しています。
翻訳されたものとはまた違った原作の面白さを味わってみてはいかがでしょうか。

語楽の本
ご が く

♪

♫
♬

『The Catcher in the Rye』

『ライ麦畑でつかまえて』の原作。
主観的な口語体で書かれている

著　者：J.D.Salinger
出版社：Little Brown 　1991
請求記号：F93S
★中央・永福・高円寺　他5館所蔵

『Duma key』

『悪霊の島』の原作。2009 年度ブ

ラム・ストーカー賞最優秀長篇賞

著　者：Steaphen King
出版社：Pocket Books　2008
請求記号：F93K
★中央　所蔵

『英語は「激伸び」る! 』

著　者：石井 辰哉
出版社：講談社インターナショナル
2008.12
請求記号：830ｲ
★中央　所蔵

がんばっても英語力が伸びない人と

、短期間で劇的に伸びる人との差は

何か? 伸び悩んでいる人が「激伸び

」する秘訣を紹介。抜け出せない「

自分の壁」を乗り越える脳内思考の

作り方。

『自分で訳す星の王子さま』

「星の王子様」の原本をいつかは自

分で訳してみようという人々の手助

けとなるように、フランス語の原文

に文法的、意味論的、語用論的、文

体論的な丁寧な注釈を付けて収録す

る。

著　者：ｱﾝﾄﾜｰﾇ･ﾄﾞ･ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ
出版社：三修社　 2006.9
請求記号：857ｻ
★中央　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。
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

『くちびるに歌を』

著　者　中田　永一

出版社　小学館　2011.11

請求記号　ナ323

★中央･永福・柿木　他10館所

中学合唱部顧問の松山先生は産休に入

るため、元ピアニストの美しすぎる臨

時教員・柏木ユリに期限付きで指導を

依頼。すると、柏木目当て男子が多数

入部する。ほどなくして、練習に打ち

込まない男子部員と女子部員の対立が

激化して…。

スタッフの　　　　　　オススメの一冊

　舞台は長崎県五島列島。綺麗な

海と島の自然が目に浮かびます。

都会から来た先生が、15歳の合唱

部員たちに出した宿題は、15年後

の自分に手紙を書くこと。

　そこに書かれたのは、15歳なら

ではの悩み、誰にも言えなかった

気持ち…。今を一生懸命生きてい

るそれぞれの思いがあふれてき

て、共感を呼びます。自分の素直

な感性がよみがえってくるのが分

かる一冊です。かつて15歳だった

人にもオススメです！

 　【内容紹介】

 　【コメント】

『１日５分で君は変われる  』

著　者　佐々木　宏
出版社　国土社　　 2010.2
請求記号　150サ（児童）
★中央・柿木・高円寺　他５館所蔵

教科書にも出てくるような歴史的な人物、14人の残

した言葉をとりあげながら、多感な時期を生きる10

代との関わりをわかりやすく紹介。学習コーチングの

プロが指南する「生き方ナビゲーション」。

『同級生が選んだ　朝の読書のおすすめガイド 』

小学1年生から高校3年生まで、すべての学年の人が

好きな本を自分の言葉ですすめているガイドブック。

朝の読書で読む本を迷っている人、いろいろな本にチ

ャレンジしてみたい人…。本を探しているすべての人

の役に立つ本。

青い鳥文庫ファンクラブ／編
出版社　講談社　2004.3
請求記号　020ア（児童）
★中央・柿木・高円寺　他７館所蔵

いま、この本 2014～2015いま、この本 2014～2015

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、配布し、YA世代に読ん

で欲しい本を紹介しています。

先月に引き続き、YA展示コーナーにて展示中

です。ぜひのぞいてみてください。

展示期間：４／３(金)～５／６(水)

YAYA
「朝活」のススメ

あさかつ

「朝活」って聞いたことありますか？夜更かしをやめ、朝少しだけ早く起きて

活動すると、有意義な時間が過ごせるってハナシです。受験勉強も宿題も趣味

も、朝一で。一度試してみる価値ありです！

賢人の人生に学ぶ
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青空おはなし会

対象：児童と保護者

時間：午前11時～（約30分）　

★場所：読書の森公園（※雨天の場合は地下視聴覚ホール）

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

水

29

月の

催し物ご案内４杉並区立

中央図書館

子ども読書の日記念講演会

講師：永島　憲江さん

　　（白百合女子大学児童文化研究センター研究員）

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール　

定員：60名　

★事前の申込みが必要です。

電話または直接カウンターへ

日

26

イギリスの児童文学者ネズビットについてお話を伺います。
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国立国会図書館デジタルコレクション「図書館向けデジタル化
資料送信サービス」の提供開始について

★閲覧場所　
杉並区立中央図書館2階参考図書室内インターネット閲覧用パソコン（1台）

★申込方法
「杉並区立図書館利用カード」を掲示の上、中央図書館2階参考図書室のカウ
ンターにてお申し込みください。（1回1時間・1回のみ延長可）

★注意事項 
・本サービスは、杉並区立図書館に利用登録をされている方のみ、利用でき
ます。
 ・当館ではデジタル資料の複写はできません。
 ・画像データの持ち出しや、カメラ・携帯電話等によるパソコンの画面の撮影
はできません。

平成27年3月1日（日）から、杉並区立中央図書館参考図書室
で、国立国会図書館デジタルコレクションの「図書館向けデジ
タル化資料送信サービス」を利用できるようになりました。
 
「図書館向けデジタル化資料送信サービス」とは、国立国会図
書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難
な資料を、国立国会図書館の承認を受けた図書館で利用できる
サービスです。
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月の予定
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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。
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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。

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

22

講演会

お話会

29 30 ・ ・

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

14
あかちゃん
　タイム お話会

・ ・ ・

あおぞらお話会
お話会


