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監　修：原 幸夫
出版社：宝島社 　 2012.10
請求記号：498.3タ
★中央所蔵

「ねんね」「おすわり」「立っち」まで発達段階に合わせ、

赤ちゃんの脳の発達をうながす体操をイラストでわかりやすく

紹介。また、しぐさや動作にどのような意味があり、どの段階

にいるのかを解説します。

599
コ

一般
『０～１歳児の脳を育てる

　             赤ちゃん体操』
監　修：池田 由紀江
出版社：講談社　2010.11
請求記号：599コ
★中央・西荻・下井草　他2館所蔵

著　者：宮地 元彦
出版社：小学館　2012.9
請求記号：781ミ
★中央・阿佐谷・今川所蔵

ー２ー

高血圧、腰痛、顔のしわ・たるみなど、さまざまな症状や悩みを

解消する35のストレッチを写真とともに紹介。からだがかたい人

むけのポーズや方法も掲載しています。

781
ミ

一般

立ちながら、寝ながら、座りながら、いつでもできる!

 解剖、運動生理学、骨格矯正を知り尽した柔道整復師が開発

した、1日5分で正しくねこ背が完治する30のトレーニング

法を写真で解説します。

『1日5分のトレーニングで

　　　　　　　ねこ背は治る! 』498.3
タ

一般

スポーツの秋です。運動不足が気になる方、いつでもどこ
でも気軽にできる体操で、リフレッシュしてみませんか？
誰でもできる簡単な体操の本ををあつめました。

展示期間：１０／２(金)～１１／４(水)

『症状別みんなのストレッチ』

みんなの体操

一般

498.3
キ

一般

ー3ー

著　者：三浦 雄一郎
出版社：小学館　2012.11
請求記号：498.3ミ
中央・高円寺・方南・今川所蔵

現代人が忘れてしまった人間本来の動きを取り戻して、毎日そ

れを合理的に行うことによって、人間本来の自然で健康な心身

を維持・増進する朝起き体操を紹介。日常の健康思考や、長生

きにつながる呼吸法も伝授。

『宝彩有菜の朝起き体操』

著　者：宝彩 有菜
出版社：池田書店　2013.10
請求記号：498.3ホ
★中央所蔵

著　者：北洞 誠一
出版社：大和出版　2012.10
請求記号：498.3キ
★中央のみ所蔵

アタマは下げて目線は上げる。たったコレだけ! 普段やっている動

きと逆の“あべこべ”な動きをすることで、緊張した筋肉をゆる

め、痛みやコリを解消するオリジナル体操を紹介。

超ゲンキな80歳の秘密は、若返りホルモンを出す「ミウラ式

ウォーキング術」にあった! メタボでズボラな冒険家を復活さ

せた、ウォーキングによる健康法を公開する。ウォーキング

お助けギアも紹介。

『歩けば歩くほど人は若返る』

498.3
ホ

『あべこべ1分間体操』

一般

498.3
ミ

一般

498.3
タ

著　者：田原豊道・伊藤武　共著
出版社：池田書店　2007･12
請求記号：498･3タ
★中央・今川・成田・下井草　所蔵

美しい日本の四季に合わせてアーサナをプログラミングした「ヨーガ

まんだら」から、春夏秋冬に合わせた16方式をイラストでわかりや

すく解説。ヨーガの基本書「ヨーガ・スートラ」から36の格言も紹

介。

『絵でわかるヨーガまんだら入門』



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：10／2(金)～11／4(水)

トロイア攻略後、ギリシア軍の智将オデュッセウスは、故郷を

めざして地中海に乗りだす。苦難と冒険の航海は10年におよ

んだ。故郷では、妻ペーネロペイアに求婚する貴族たちが居座

り、息子は父の消息を求めて旅にでる…。

『ホメーロスのオデュッセイア物語　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　上・下 』

990
ホ

児童

971
タ

一般

942
ケ

一般

人は死んだらどうなるの? 地獄

に堕ちるのはどんな人? そこに

は誰がいる? 迷える中年ダンテ

は、詩人ウェルギリウスの案内

で巡った地獄で、さまざまな人

たちに出逢う-。時代を変えた

700年前の大著を読み解く。

ゲーテの「ファウスト」全文に

平易な訳文を示し、詳しい注釈

を施す。さらに、各台詞や各場

面の意味、ゲーテが何を語ろう

としたのか、思想的背景、各場

面の繫がり、全体の構想などに

ついても解説する。

靴屋のセミヨンが道端で助けた裸の男は、実は天

使だった…。大文豪だからとトルストイを敬遠す

るのは大間違い。読んでみるとちっともむずかし

くないのだ。人が生きていくうえで何が大切かと

いうことを簡潔に述べた作品。

『人は何で生きるか』

著　者　レフ・トルストイ

あすなろ書房　2006.5

★中央・阿佐谷・南荻　他６館所

980
ト

児童

『ファウスト』

著　者　J.W.v.ゲーテ

創英社　2012.10

★中央・柿木・成田　所蔵 

『やさしいダンテ<神曲>』

著　者　阿刀田 高

角川書店　2008.1

★中央・永福・柿木　他６館所

内容:戯作三昧 はつきりした形をとる為めに ほ

んものゝスタイル 創刊号の歌に就て 痛感した危

険 首が落ちた話 西郷隆盛 英雄の器 昔 良工苦心 

文学好きの家庭から 饒舌 傍観者より 南瓜 浅春

集 世之助の話 袈裟と盛遠 文芸雑話饒舌 ババベ

ツクと婆羅門行者 イズムと云ふ語の意味次第 豊

島与志雄氏の事 眼に見るやうな文章 地獄変 ホ

トトギス「雑詠」欄 悪魔 ほか17編

『芥川龍之介全集　第3巻』

918.8
ア

一般

著　者　芥川 龍之介　　　　

岩波書店　 1996.1

★中央・阿佐谷・南荻　他5館所蔵

原　作　ホメーロス　　　

岩波書店　 2014.2

★中央・西荻・阿佐谷　他７館所蔵

生きる喜び、生きる哀しみ、信じる強さ、夢見る切なさ。おか

しさの中に秘められた真実の数々を描き、世界中で愛され続け

るセルバンテスの「ドン・キホーテ」を、版画家ドレの挿画

178点と共に収録。

『ドレのドン・キホーテ』
963
セ

一般

原　作　　ミゲル・デ・セルバンテス

宝島社　2012.1

★中央・成田・下井草　他１館所蔵

寺山修司「全骨類の少女たち」、谷崎潤一郎「秘

密」など、中学生までに読んでおきたい、ふしぎ

な話を収録。小学5年生以上の漢字にルビをふり

、見やすい図版入り脚注を付ける。松田哲夫によ

る解説も掲載。

『中学生までに読んでおきたい
　　　　　　　　日本文学　１０』
編　　松田 哲夫

あすなろ書房　2011.3

★中央・阿佐谷・永福　他７館所

918
ア

児童

文豪作品というと難しそうですが、中高生にも楽しめるものや、読みやすい翻訳

のものもあるんですよ。読書の秋と言われるこの季節に　文豪の世界を味わって

みませんか？

bungo文豪文豪
bungo



ー６ー

月の

催し物ご案内１０杉並区立

中央図書館

講演「昔話の世界　西欧・中国・日本のシンデレラたち」

講師：立石　展大（高千穂大学人間科学部教授／博士）

時間：午後２時～３時３０分　場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：６０名

※事前の申込みが必要です

聞いて楽しむお話の世界

場所：地下視聴覚ホール　定員：各回当日先着５０名

★1部：午後２時30分～３時　対象：幼児～小学校低学年

　2部：午後３時10分～4時　対象：小学校中学年～大人

共催：三つのりんご・中央図書館

小さいお子さんから大人まで楽しんでいただける、スペシャルおはなし会です。

10月18日

（日）

10月３日

（土）

「大人のための朗読」七種の会

時間：午後２時～４時（開場　午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：当日先着５０名

宮沢賢治作「座敷ぼっこ」、赤川次郎作「集合写真」、他５作品

10月４日

（日）

一般映画会「魔法の弾丸　エールリッヒ博士の生涯」

時間：午後２時～４時（開場　午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般

定員：当日先着５０名

10月11日

（日）

ななくさ

ー７ー

★★　その他児童向け催し物　★★

１１月２４日(火)～１２月３日(木)

★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。

中央図書館

※臨時休館中は、他の図書館に設置してある利用者用端末機及び図書館
　ホームページからのリクエストは、通常通り受け付けています。

※臨時休館中は、当該図書館が所蔵する図書等については、予約割り当
　てに時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

１０月６日(火)～１０月９日(金)

１０月１９日(月)～１０月２２日(木)

１０月２６日(月)～１０月２９日(木)

西荻図書館

成田図書館

阿佐谷図書館

★本の帯アイディア賞　募集のお知らせ

10月10日（土）　科学あそびの会『結晶をつくろう』

10月25日（日）・11月１日（日）　『自分のからだを知ろう』

10月31日（土）　ハロウィン工作会

★午後２時～４時　児童資料室　※申込み先着順

★午後２時～３時　地下視聴覚ホール　※申込み先着順

★午後１時３０分～　地下視聴覚ホール　申込み不要

（詳しくは児童向けおたより「なかよしつうしん」をご覧ください）

応募期間：10月16日（金）～10月30日（金）必着
応募資格：区内在住・在学・在勤の小学生から18歳までの方
詳しくはチラシ・ポスターをご覧ください。
お問い合わせは中央図書館へ。



月の予定10
杉並区立中央図書館の
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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
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。

科学あそびの会

お話会

お話会

20

27

お話会

お話会

12

・

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

15

８

３１日はハロウィン！
10月はイベント盛りだくさんです。

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

25

23

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。

21 22

28

あかちゃん
　タイム

お話会

お話会

あかちゃん
　タイム

313029

日 月 火 水 木 金 土

講演「昔話の世界」

スペシャルお話会

自分のからだを知ろう

ハロウィン工作会

朗読会

映画会

・ ・


