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ほんの１５０年前、海の外から来た人々は、日本・日本人の美しさに魅了さ
れました。現在、そして未来の私たちに美しかった日本を伝えてくれる本を
紹介します。

ー２ー

昭和を問うなら開国を問え。そのためには開国以前の文明を

問え…。幕末から明治に日本を訪れた、異邦人による訪日記

を読破。日本近代が失ったものの意味を根本から問い直した

超大作。

著　者　渡辺 京二
出版者　平凡社　2005.9
★中央・南荻窪・高井戸　他２館所蔵

『逝きし世の面影』

展示期間：８／７(金)～９／２(水)

216
ワ

一般

展
示コ

ーナ
ー紹介

江戸・明治

『F.ベアト写真集　』１・２

写　真　F.ベアト
出版者　明石書店　2006.7
★中央・柿木・高円寺　他２館所蔵　

幕末・明治初期の数年間、横浜を拠点に各地の風景や日本人の

風俗・習慣を撮影し、芸術性豊かな風景写真や彩色を施した風

俗写真を生み出したF.ベアト。その作品の数々を、ベアト自ら

の解説と共に収録する。

215.8
ヘ

一般

王政復古直前に来日したデンマーク人が、フランス公使ロッシュの

近辺で見聞した貴重な体験を綴る。

旺盛な好奇心、清新な感性、鋭い観察眼と洞察力。若き海軍士官が

幕末日本の姿を鋭く鮮やかに描く。

『江戸幕末滞在記  
　　　若き海軍士官の見た日本 』

著　者　E.スエンソン
出版者　講談社　2003.11
★中央・高円寺・宮前　所蔵

BY
ス

一般

海 外からみたの

の日本・日本人

ー3ー

『明治のこころ 
　 モースが見た庶民のくらし』

編　著　小林　淳一
出版者　青幻舎　2013.9
★中央のみ所蔵

219
モ

保存庫

383.9
コ

一般 人力車、屋敷の屋根瓦、和服

の装い…。鋭敏な眼差しが惹

きつけられたのは、明治最初

期日本の何気ない日常の営み

だった。大森貝塚を発見した

モースが多くのスケッチとと

もにのこした、日本滞在2年

間の見聞記。

大森貝塚の発見者として知ら

れるモースが収集し、米国へ

持ち帰った「日本」が、130

年の時を経て蘇る。ピーボデ

ィー博物館、ボストン美術館

所蔵モース・コレクションよ

り生活民具、写真、スケッチ

など約600点を収録。

『日本その日その日』
　　　　　　　　１～３

著　者　E・S・モース
出版者　平凡社　1970.9
★中央・永福・宮前　他１館所蔵

開国期の日本へやってきた外国人たちは、何を見て、何に驚き、何

を考えたのか? 当時の日本の自然、社会の仕組み、日常生活や食事

といったさまざまな分野における外国人の感想・評価を、彼らの残

した文献から紹介する。

『日本は外国人に
　　　どう見られていたか』

著　者  「ニッポン再発見」倶楽部
出版者　三笠書房　2014.10
★中央のみ所蔵

BY
ニ

一般

『英国人写真家の見た
　　　　　　　明治日本』

編　著　ハーバート・G.ポンティング
出版者　講談社　2005.5
★中央・高円寺・宮前　他３館所蔵

215.8
ミ

一般

BY
ホ

一般 幕末から明治初期に海外の写

真技術を駆使して撮影した外

国人カメラマン。23人の外国

人カメラマンによる、幕末日

本の人と風景、風俗の写真を

多数収録する。カメラマンの

プロフィール等も掲載。

『レンズが撮らえた外国人カメラ
マンの見た幕末日本　』１～２

編　集　三井 圭司
出版者　山川出版社　2014.8
★中央・高円寺・宮前　他３館所蔵



ー５ーー４ー

館内展示コーナーにて、10代の読者(

ヤング・アダルト）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。

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが

展示期間：８／７(金)～９／２(水)

戦争をしてこなかった国・日本が、戦争ができる国になっていく恐

ろしい様子を易しい言葉で綴った一冊。2004年に出版された「戦

争のつくりかた」に補足を加えた新判です。

スヌーピーの原作漫画「ピーナッツ」を読んだことはありますか？漫画全集を

はじめ、ＣＤや料理本など、スヌーピーに関する様々な資料を集めました。

「ピーナッツ」は今年で連載65周年になります。この機に、いろんなスヌー

ピーにふれてみてはいかがでしょうか。

1971〜80年のスヌーピー「サンデー版」コミックを集成。日

本語ふきだし+英語原文で、谷川俊太郎の名訳を楽しめます。1

巻は1971年執筆のコミックを収録。巻末に「SNOOPYの英語

レッスン」も掲載。1～10巻あります。

『スヌーピー全集　１』

『新・戦争のつくりかた』

文　りぼん・ぷろじぇくと
出版者　マガジンハウス　 2014.9
★中央・永福・高円寺　他５館所蔵

310
リ

児童

ＥＹ
児童・絵本726

シ

保存庫

著　者　チャールズ・Ｍ・シュルツ　

出版者　復刊ドットコム　2012.10

★中央・阿佐谷　所蔵

スヌーピー

1950年から2000年まで、世界中に愛されつづけた「ピーナ

ッツ」を、世界一のピーナッツ・ファンが解読。原作者もびっ

くりの、スヌーピーたちの真実とは? 連載50年間の宝箱。

『スヌーピーたち50年分のHAPPY BOOK』
726
ハ

保存庫

著　者　デリック・バング　

出版者　講談社　2004.10

★中央・南荻窪・下井草　所蔵

平和を考える夏
ＹＡに送る

日々耳にする、「平和」「戦争」についてのはなし。でも、何がどうなると平

和ではなくなり、どんなきっかけで戦争がおこるのか…具体的にはよくわから

なかったりしませんか？。ひとりひとりの意識が集まって、気づかないうち

に、戦争に向かったり平和が守られたりするのかもしれません。

この一冊が、考えるきっかけになれば幸いです。

戦場で砲弾によって、ぼくの身体は飛び散りました。でも、ぼくの

心は弟の怒りを見、母さんの悲しみを見ます…。憎悪と復讐のむな

しさを描く。日本・中国・韓国の絵本作家が手をつなぎ、子どもた

ちにおくる平和絵本シリーズ。

『ぼくのこえがきこえますか』

田島征三／作・絵
出版者　童心社　 2012.6
★中央・永福・柿木　他８館所蔵

ＥＣ
保存庫・児童・絵本

シランさんは、かさをささないという理由だけで、ある日突然、悪

者にされ投獄されます。「どうして？」とさけぶ人はいません。そ

して少しづつ、それが普通のことになっていくのです…。

いろんなことを考えさせられる絵本です。

『かさをささないシランさん』

谷川俊太郎／作　いせひでこ／絵
出版者　理論社　 1991.3
★中央・永福・宮前　他７館所蔵



ー７ー

★第１６回　調べる学習コンクール　のお知らせ★

☆募集期間：平成２７年９月１日（土）～９月２８日（月）※必着

☆対象：杉並区在住・在学の小学生・中学生・高校生

☆応募方法：区立小学校・中学校へ提出または区立図書館へ　　　　　　

　応募用紙（図書館にあります）を添えて提出

☆作品内容：図書館を使って調べてまとめた作品。

　　　　　　テーマは自由。

☆作品目安

サイズ：小学生はＢ４、中学生以上はＡ４まで

頁数：５０ページ以内（目次・参考文献一覧をのぞく）

☆必ず書くこと

調べるときに使用した本の名前、図書館名、参考にしたホームページのア

ドレス。

『戦中戦後の杉並の文士たち』
企画展示

戦後70年の節目を迎えるにあたり、杉並に関連する文士たち

（田河水泡、戸坂潤・三木清、葉山嘉樹、火野葦平、保田與重

郎）の戦中戦後の様子を取り上げています。

９月３０日（水）まで

ＣＤコーナー横、常設展示コーナー

主催　公益財団法人図書館振興財団 

★平成２４年～２６年の入賞作品（複製）を展示しています★

８/１９（水）～８/３１（月）

児童資料室（児童コーナー２階）

午前９時～午後５時

ー６ー

月の

催し物ご案内８杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「光・ひかり」

講師：科学読物研究会　古屋ちえり　さん（科学読物研究会）　

対象：幼児～小学生

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール　定員：20名　

※事前のお申込が必要です。材料は図書館で用意します。

対象：児童

時間：午後２時～３時３０分　

場所：地下視聴覚ホール

中学生・高校生のための　演劇ワークショップ

　８月３日（月）１０時～１７時

　８月４日（火）１０時～１６時

講師：中野志朗（文学座演出部所属）

対象：中学生・高校生　※両日とも参加できる方

場所：地下視聴覚ホール

定員：１５名（申込み先着順）

※事前のお申込みが必要です

夏の
おはなし会

ちょっと怖い絵本やおはなしの読み聞かせをします。

土・日

8

3･4

土

8

8

土

8

22

定員に達しました！

（※8/4、15時より小発表会を予定）



土

月の予定

月 火 水 木 金

８
杉並区立中央図書館の

日

8

9 11 13 15

16 18 19

12

20 21

4 5 6 7

28

3

1

26

2

★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

22

29

お話会

お話会

お話会

14

・

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

17

10

夏休みチャレンジ開催中！
みんなで妖怪シールを集めよう！

あかちゃん
　タイム

お話会

お話会

・ ・

お話会

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００
印のついた日は休館日です
印のついた日は午後５時までです

23
30

24
31 2725

・ ・ ・

あかちゃんタイム

ワークショップ
ワークショップ 科学あそびの会

こわいお話会

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。


