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文庫本が何故あのサイズなのかご存知でしょうか？トランプに使
われるマークの意味は？茶柱が立つと縁起が良いと言われる由縁
は？…そんな、知っているようで意外と知らない雑学の本をあつ
めてみました。

ー２ー

展示期間：９／４(金)～９／３０(水)

展
示コ

ーナ
ー紹介

ヘンなカタチ、変わった呼び名、個性あふれる特徴…。ヒトの

歴史と同時に始まった食のヒストリーは、深い謎を秘めたもの

ばかり。そんな食べ物の不思議と、食に関連するさまざまな謎

200を集め、徹底的に解明します。

498
5オ

一般

子持ち昆布のツブツブって、何の卵? 捨印は、なんのために押すの

か? 渡り鳥は、なぜ迷わないのか? さまざまなジャンルにわたる雑

学1843項目を集大成し、50音順に収録。

トランプのマーク、茶柱についても載ってます！

東京雑学研究会／編
東京書籍　2012.8
★中央・宮前・西荻・下井草・今川　所蔵

031
ト

一般

雑 学

『雑学事典

　　　　　　　　　　　』『雑学大全』縮刷愛蔵版

『あずきバーはなぜ堅い？

　　　　　　　　　　　』おいしい雑学200

おいしい雑学研究会／編
オレンジページ　2010.7
★中央のみ　所蔵

教科書で、百科事典で、新聞で、音楽室で、どこかで見覚え

のある著名人182人の「顔」を、お札、総理大臣、武将、音

楽家などのジャンルにわけて掲載。あなたはいくつ当てられ

る? めくって当てる、「顔」の雑学本。

東京雑学研究会／編
東京書籍　2006.6
★中央・柿木・方南　所蔵

『この顔誰？

　　　　　　　　』280
ト

一般

『顔』の雑学事典

ー3ー

『人生のずる休み』

編　著　北　杜夫
河出書房新社　2013.10
★中央・高円寺・下井草・今川　所蔵

150
ミ

児童

914
一般 学校・友達・家族・自分自身と

のつきあいに行きづまっている

小学校高学年から中高生、奥手

な大学生までに向けて、自分を

守るために、こころに留めてお

きたい「生きていく上での基準」

を紹介しています。

娘に「どうせあとはオマケ

の人生よ」と、マカオのカ

ジノに無理やり連れて行か

れた。頼むからあとは静か

に死なせてくれ…。

どくとるマンボウこと北杜

夫の、躁鬱に負けず、死を

恐れずユーモアに溢れた生

き方36篇。

『学校生活じぶん防衛軍』

将来がはっきりと読めない。実生活上も精神面でも不安がいっぱ

い。なにをどうしたらいいのかがよくわからない。日々の困難と

向き合う秘訣とは? 子ども医者のたぬき先生が、とかく生きにく

い世の中を考察したエッセイ集。

『生きにくさの抜け道
　　～子どもと大人の黙示録』

著　者  毛利　子来
岩波書店　1999.7
★中央・南荻・西荻　他４館所蔵

914
7ﾓｳ

一般

９月は杉並区秋の自殺予防月間です

～みんなだれかの大切な人～

誰にも言えずにずっと悩んでいる。そんな、声にならない声に、
静かに寄り添い共感してくれるのが、本であってもいい。図書館
が、誰かの心を少しでも癒せる場所であることを願っています。

7ｷﾀ

著　者　宮田　雄吾
情報センター出版局　2006.9
★中央・西荻・高井戸　館所蔵



ー５ーー４ー

10代の読者(ヤング・アダルト）に向

けて、読んでほしい本を独自に選んで

ご紹介しています。ＹＡ展示コーナー

もご覧ください。

～10代のあなたへ～
？
本

ＹＡ特集

この
いかが 展示期間：９／４(金)～９／３０(水)

ペガソス、鳳凰、グールとゾンビ、ユニコーン、ノ

ーム、ドワーフ、ドラゴンと竜、人魚、河童…。フ

ァンタジー世界に棲む生き物たちを、想像力あふれ

るフルカラーイラストとともに紹介する。

388
ア

一般
『世界幻想動物百科』

著　者　トニー・アラン　　　　
原書房　 2009.11
★中央・柿木・高円寺　他２館所蔵

誰もいないはずの理科実験室で、ガラスの割れる音がした。壊

れた試験管の液体から漂う甘い香り。それを嗅いだとき、和子

は意識を失い、床に倒れてしまった。そして、時間と記憶をめ

ぐる奇妙な事件が…

『時をかける少女』

913
ツ

児童

ペギー・スー、14歳。変わり者の両親のせいでキャンピング・カ

ー暮らしの毎日。転校ばかりで友達もゼロ。けれど一匹狼の少女に

は、実は秘密の力があった…。魔法の瞳で悪と戦うペギー・スーの

痛快ファンタジー。

『ペギー・スー　１～１１』

著　者　セルジュ・ブリュソロ
角川書店　 2002.6
★中央・永福・柿木　他８館所蔵

950
フ

児童

388
セ

一般

388
ケ

一般

ゲームやアニメ、歴史的建築

物など生活の様々な場所に浸

透している架空の生物「幻獣

」。ヨーロッパや地中海沿岸

などを中心に100体を厳選し

、その生態や謎、危険度、攻

略法を総イラスト付きで解き

明かす。

ゲーム・小説・映画・コミッ

クなど東西の伝説やファンタ

ジーに登場する武器や防具全

100種類を収録。イラストレ

ーターたちが描くグラフィカ

ルなイメージイラストととも

に、エピソード、背景、概要

、実際を紹介する。

悪魔の世界から人間の世界にやってきた夢と希望

に溢れる魔法少女サリーの原作完全版の文庫。

『魔法使いサリー』

著　者　横山 光輝
講談社　 2006.7
★中央館のみ所蔵

BY
ヨ

一般

『見てわかる!
　世界の幻想武器&防具案内』

著　者　幻想武具研究会
笠倉出版社　2009.4
★中央のみ所蔵

『世界の幻獣危険FILE』

学研　2009.2
★中央のみ所蔵

両親が行方不明になった中学1年生の風雅は

、ひょんなことからつくも神と兄弟になる

契約をむすび、2人でアンティーク店を始め

る。毎回、いろいろなアンティークのつく

も神が事件をひきおこすが…。

『アンティークFUGA　１～３』

BG
ア

一般

著　者　あんびる　やすこ　　　　
原書房　 2013.7
★中央・阿佐谷　他２館所蔵

著　者　筒井　康隆　　　　
角川書店　 2009.3
★中央・高円寺・阿佐谷　他３館所蔵

読書の秋…ということで、様々なファンタジー作品をたくさん集めてみました。

秋の夜長に、この世界とは一味も二味も違う空想の世界をお楽しみください。

 fantasy fantasy fantasy



ー６ー

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。

月の

催し物ご案内９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。

９月１６日

（水）

９月２３日

（水）祝日

ぬいぐるみ　おとまりかい

対象：３歳～１０歳

申込期間：９月１０日（木）～９月１４日（月）

ぬいぐるみお預かり日：9月２７日（日）午後１時３０分

ぬいぐるみお返し日：１０月４日（日）午後１時３０分

※両日とも参加できる方に限ります

★9月１０日から申込用紙を配布いたします。

　詳しくは館内ポスターをご覧ください。

今年も
やります！

ー７ー

★第１６回　杉並区図書館を使った
　　　　　　調べる学習コンクール　のお知らせ

☆募集期間：９月１日（火）～９月２５日（金）※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　杉並区教育委員会 

９月８日(火)～９月１１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。

永福図書館



土

月の予定

月 火 水 木 金

９
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

31

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
保護者の方が乳幼児と一緒にゆったりと気兼ねなく図書館
を利用できるよう、図書館スタッフとボランティアがサポ
ートいたします。あかちゃんのための絵本の選び方など、
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

14

・

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

17

10

調べる学習コンクール
作品募集中です！（９月２５日まで）

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

27

25

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。

23 24

30

あかちゃん
　タイム

お話会
あかちゃんお話会

お話会
あおぞらお話会

あかちゃん
　タイム お話会

31 2
10


