
よ
図書館

だより

　

一般特集　東京散歩・・・・・・・・・・・・・・・・・・２　　　　
　　　　　プラネタリウム、自殺予防・・・・３
ＹＡ特集　スポーツ小説！・・・・・・・・・・・・・４～５
５月の催し物・図書館からのおしらせ ・・・ ６～７

杉並区立図書館
杉並区荻窪3-40-23　℡03-3391-5754
https://www.library.city.suginami.tokyo.jp/

2015.5 

suginami



『東京日帰り散歩』

モデル、デザイナーの雅姫が、大好きなモノと風

景をめぐり、都内はもちろん、ちょっと足を延ば

して楽しみたい葉山・鎌倉・益子・松本などをガ

イドします。データ:2011年3月。

著　者：雅姫
出版社：扶桑社　2011.4

請求記号：Ｔ（ガイドブック）
★中央・柿木・高井戸区民センター　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：５月８日(金)～６月３日(水）

関連図書は展示コーナーにて展示しています

展示期間：５月８日(金)～６月３日(水）

5月になり、だいぶ過ごしやすくなってきました。暖かい日差しに
心地いい風を感じながら、ちょっとそこまでさんぽに出かけてみま
せんか？さんぽに行きたくなる本を集めました。

『東京カフェ散歩』

街角を照らす街灯、人々の日常を支える場所、街歩

き観光の拠点…。そんな素敵な東京のカフェの数々

を紹介。おもなメニューや住所、電話番号、営業時

間、定休日のほか、エリア別マップも掲載。

データ:2012年11月。

著　者：川口葉子
出版社：祥伝社　2012.12

請求記号：ＢＹカ
★中央のみ　所蔵
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東京さんぽ

『生きる　わたしたちの思い』

著　者：谷川俊太郎　with friends
出版社：角川ＳＳｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ　2008.8
請求記号：911.56タ
★中央・柿木・高円寺　他６館所蔵

ポラリスⅡ観望会・移動式プラネタリウム上映会 があります

ー3ー

生命力あふれる新緑がまぶしすぎて、目をそらしたく
なることがあります。そんな時はちょっと立ち止まって、
目を閉じたままゆっくり風に吹かれてみませんか。何か
いいこと、思いつくかもしれません。

５月は自殺予防月間です・・・

展示コーナーにて関連図書を展示しています

展示期間：５月８日(金)～６月３日(水）

展示コーナーにて関連図書を展示しています

展示期間：５月８日(金)～６月３日(水）

観望会
　開場：ＢＭ棟前駐車場
　回数：３回程度（午後～夜間）
　定員：各回５０名

プラネタリウム
　開場：地下視聴覚室
　回数：５回程度（午後～夜間）
　定員：各回３０名

★プラネタリウムは投影開始３０分前に整理券を配布予定です。詳しくはお問い合わせください。

谷川俊太郎の詩「生きる」にちなんで、それぞれの

「生きる」をつなげてひとつの詩をつくる-。

『mixi』の谷川俊太郎コミュニティの投稿から生ま

れた、泣きたくなるほど優しい本。谷川俊太郎と投

稿者らの座談会も収録。

展示コーナーにて関連図書を展示しています

展示期間：５月８日(金)～６月７日(日）

展示コーナーにて関連図書を展示しています

展示期間：５月８日(金)～６月７日(日）

６月７日（日）
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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

サッカーに限界を感じた新二と、やる気のない天才スプリンター連。とく

に強豪でもない春野台高校陸上部に入部した幼なじみの2人。それがすべ

ての、始まりだった-。思わず胸が熱くなる、とびきりの陸上青春小説。

幼い頃から柔道に打ち込んできた大学1年の晴希は、

怪我をきっかけに柔道部を退部。同じころ柔道をやめ

た一馬はある理由から、大学チアリーディング界初の

男子のみのチーム結成を決意する-。笑って泣ける長

編スポーツ小説。

展示期間：５／８(金)～６／３(水)

スポーツ小説

サッカー大好き少年、ジェイク・オールドフィールドは、夢のプロ

選手を目指して、名門ユナイテッドの入団テストを受ける。そこで

待っていたものとは…。人間ドラマを軸に描く、サッカー小説。

スポーツをテーマにした物語を紹介します。

陸上競技、サッカー、野球などさまざまなスポーツで、自らのすべてをかけて

闘う主人公たちの熱いドラマをお楽しみください。
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そうだ、本気になれよ。本気で向かってこい。子どもだとか小学生

だとか中学生だとか、関係ないこと全部すてて、おれの球だけを見

ろよ。多感な時期を野球に明け暮れてすごす少年たちを、生き生き

と描き出す

『バッテリー』

著　者　あさの あつこ
出版者　角川書店　2003.12
★中央・宮前　所蔵

『フットボール・アカデミー１～６』

著　者　トム・パーマー
出版者　岩崎書店　 　2013.4
★中央所蔵

サ139

児童

一般・文庫緑（ＢＧ）

一般

ア

奇跡のような出会いから、清瀬灰二と蔵原走は無謀にも陸上とかけ離れて

いた者たちと箱根駅伝に挑む。それぞれの「頂上」めざして…。長距離を

走る(=生きる)ために必要な真の「強さ」を謳いあげた、超ストレートな青

春小説。
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『一瞬の風になれ』

著　者　佐藤 多佳子
出版者　講談社　2006.8
★中央・永福・柿木　他９館所蔵

『風が強く吹いている』

著　者　三浦 しをん
出版者　新潮社　 　2006.9
★中央・成田・阿佐谷　他４館所蔵

「おれたちの生活って、いつも採点されたり、減点されたりの繰り

返しなんだ。おれ、そういうのを飛込みで越えたくて。」 学園生

活を送りながらオリンピックをめざす少年ダイバーたちをドラマチ

ックに描く。
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モ

『ダイブ　１～４』

著　者　森 絵都 
出版者　講談社 　 　2000.4
★中央・柿木・高円寺　他８所蔵

児童

一般・文庫緑（ＢＧ）

ア

『チア男子！！』

著　者　朝井 リョウ
出版者　集英社　 　2013.2
★中央・柿木・宮前　他５所蔵
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月の

催し物ご案内５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

20

土

「タイムスリップこうさく会」

対象：児童と保護者　時間：午後１時30分

場所：児童資料室（児童コーナー２階）

★事前のお申込みは不要です。直接会場へお越しください。

　材料は図書館で用意します

9
春の工作会

講座　知の散歩道
「タピスリーの美を求めて　－フランス中世を中心に」

講師：篠田　勝英　先生（白百合女子大学文学部教授）

時間：午後２時～４時　　場所：地下視聴覚ホール　

定員：60名　★当日先着順

土

23

タピスリー（綴れ織りの壁掛け）の入門として、フランス中世のよく知られた三
つの作品（アンジェの黙示録を描いたタピスリー、バイユーの王妃マチルドのタ
ピスリー、クリュニー美術館の一角獣のタピスリー）を紹介、比較します。

カッコイイかいぞくに変身して、みんなで宝さがしをしよう

日

6/7 ポラリスⅡ観望会・移動式プラネタリウム上映会

「本日の星座」を中心に、時々の天文の話題など、親子で楽しめる内容です。
詳しくは３ページをご覧ください。　

ー７ー

５月１２日(火)～５月１５日(金)

５月２６日(火)～５月２９日(金)

★特別整理(蔵書点検)による臨時休館のお知らせ

特別整理(蔵書点検)を行うため、下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。

南荻窪

下井草

映画で世界一周！～北極　編～

『クヌート』

「ちいさなひとのえいががっこう」による親子映画会

時間：午後２時～４時３０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～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
５月９日（土）

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並区教育委員会

★桜上水北図書サービスコーナーを開設します

５月22日（金）に京王桜上水駅北口に「桜上水北サービスコーナー」を
開設します。

開室時間：午前９時～午後8時（日曜・祝日は５時まで）
休室日　：第１・３木曜日、年末年始（12月31日～１月４日）
※図書等の蔵書はありませんが、利用者用端末機、図書館ホームページ
から桜上水北図書サービスコーナーを受け取り館に指定して予約ができ
ます。　詳しくはお問い合わせください。　



土

月の予定

月 火 水 木 金

５
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。

映画会
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

講座

22

29 30

お話会

お話会

お話会

14
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

あかちゃんお話会

17

10

24 27

31

４／２３～５／１２はこどもの読書週間です

工作会


