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一般

ー3ー

禁煙のきっかけ、舞台あいさつで思うこと、セリフを覚えるコ

ツ…。俳優・堺雅人が、仕事の合間に熟考したさまざまなこと

を綴る。撮り下ろし写真&オフショットも掲載。『CREA』連

載「月記」に加筆し単行本化。

『文・堺雅人　2 

　　　　　　　　すこやかな日々』
著　者：堺 雅人
文藝春秋　2013.7
請求記号： 772ｻ
★中央・柿木所蔵

772
サ

一般

914.7
ミタ

著　者：三谷 幸喜
朝日新聞出版　2015.8
請求記号：914.7ﾐﾀ
★中央・永福・柿木　他１０館所蔵

大河ドラマ「真田丸」の執筆決定! 月日は流れ、ついに老眼鏡も購入。

いつの間にかベテランと呼ばれる年齢に…。『朝日新聞』連載の第13

弾。巻末には、伊藤博文、チェーホフらに扮した写真と、書きおろし

エッセイを収録。

『三谷幸喜のありふれた生活　13』

著　者：本岡 勇一
TOブックス　2010.2
請求記号：521ﾓ
★中央館のみ所蔵

風前の灯となった城跡や、誰も知ることの

ない無名のお城など、定番の名城ガイドに

は載らない、歴史に伝わる120城の見所が

満載。竹田城カラー写真、関連武将INDEX

も収録。

『こんな城もあったんだ
　　　　日本名城・奇城ガイド』

編：戦国検定委員会
廣済堂出版　2008.7
請求記号： 214.7ｾ
★中央館のみ所蔵

「家康の好みの女性のタイプは?」「戦国一の

愛煙家は?」 武将裏話、ライバル・合戦、取り

巻く女など、テーマ別に一問一答形式で、戦国

武将についての問題を出題。総合ポイントで、

「戦国武将通レベル」がわかる。

『戦国武将検定』

214.7
セ

一般

著　者：鈴木 眞哉
PHP研究所　2007.3
請求記号：214.7ス
★中央・西荻　所蔵

武田の騎馬軍団などありえない? 信長は桶狭間

で奇襲していない? 刀を交えたチャンバラなど

そうそうなかった? テレビドラマではおなじみ

の名場面が、怪しいとなったなら…。全47項

目、あなたの「歴史常識」が試される!

『戦国時代の大誤解』

人物往来社 　1966
請求記号：214.7ｾ
★中央館のみ所蔵

1 一徳斎殿御事蹟稿(真田幸隆伝) 

2 信綱寺殿御事蹟稿(真田信綱伝) 

3 長国寺殿御事蹟稿(真田昌幸伝) 

4 寒松院殿御事蹟稿(真田昌幸夫人伝) 

5 大鋒院殿御事蹟稿(真田信之伝)

6 左衛門佐君伝記稿(真田幸村伝) 

『戦国史料叢書
　　　　　第2期2真田史料集』

セ

保存庫

521
モ

一般

ス

一般

214.7214.7

「家康ごときの言いなりにならぬわ!」 権力に媚びず、精鋭徳

川の大群を2度も打ち破り、見事な散り際を見せた男・真田幸

村のすべてを図版を多用して解説する。『歴史街道』掲載を再

編集して書籍化。

281
サ

保存庫
『真田幸村
        家康を追いつめた乱世の英雄』

編　集：歴史街道編集部
PHP研究所　2009.9
請求記号：281ｻ
★中央・西荻所蔵

著　者：そら あすか
メディアファクトリー　2009.9
請求記号： 210ｿ 
★中央館のみ所蔵

ー２ー

大河ドラマを観ている。時代小説をよく読む。トイレを厠と呼ぶ

…。ひとつでも当てはまったら、あなたも武女子! 戦国武将に燃え

る、歴史が好きな女子の日常生活をコミックで描く。歴史の注釈

や武将紹介も充実。

210
ソ

一般

来年の大河は三谷幸喜による「真田丸」。中央図書館では、それ
にちなんで真田家や戦国時代に関する本を集めました。今のうち
に登場人物や時代背景に詳しくなって、「真田丸」を楽しみまし
ょう！

展示期間：１１／６(金)～１１／２３(月)

『戦国武女子、参る!
　　　　 いっそ武将に仕えたい!』

真田丸

著　者：火坂 雅志
NHK出版　2011.10
請求記号：ヒ060
★中央・阿佐谷　他７館所蔵

真田氏勃興のきっかけを作った幸隆、鬼謀

の士と言われた昌幸、そして「真田日本一

の兵」と称賛された幸村。真田三代の興亡

を描く。三友社配信『信濃毎日新聞』ほか

連載を改稿し書籍化。

『真田三代　上・下 』

一般

ヒ060 著　者：鈴木 眞哉
PHP研究所　2008.6
請求記号：214.7ｽ
★中央・阿佐谷　他２館所蔵

名将、知将、勇将、姦雄…。後世の人間に貼られ

たレッテルは、武将の人気を大きく左右する。

しかしそこには、事実無根のオベッカやつくられ

た功名が潜んでいるかもしれない。私たちの勘違

いが明かされる57のエピソード。

『戦国武将・
        人気のウラ事情』

214.7
ス

一般



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：１１／６(金)～１１／２３(月)

ロシアの宇宙ステーション「ミール」に乗り組んだ一人のアメ

リカ人宇宙飛行士が、宇宙に滞在する100日余りの間に、幼い

息子に宛てて書き送ったeメール。宇宙空間を舞台にした、壮

大で心温まる愛情物語。

『宇宙で気がついた人生で一番大切なこと』
538
リ

保存庫

宇宙ステーションは地球から見えるんです-。

宇宙飛行士・野口聡一が、宇宙ステーション、

スペースシャトル、宇宙飛行士の訓練を紹介し

ます。イラストいっぱいで楽しさ宇宙一。

著　者　野口 聡一

講談社　2008.6

★中央・阿佐谷・南荻窪　他８館所蔵

『宇宙においでよ！』　

500
ノ

児童

2033年、人類は火星に到達した。6人のメン

バーが火星への途中で、さらに火星で見た数々

の不思議な現象とは? 宇宙に2回行った著者な

らではの、新しい生命観・地球観・宇宙観がい

っぱいのサイエンス・ファンタジー。

　 

『モマの火星探検記』

913
モ

児童

著　者　毛利 衛　　　　

講談社　 2009.10

★中央・永福・高円寺他６館所蔵

著　者　ジェリー・リネンジャー　

講談社　 2001.3

★中央のみ所蔵

国際宇宙ステーションに長期滞在した宇宙飛行士・若田光一さん

が、大空にあこがれた子ども時代や、宇宙飛行士になって訓練を

受けた日々、宇宙での生活などを紹介します。若田さんへの質問

も掲載。

『宇宙が君を待っている』
500
ワ

児童

著　者　若田 光一

汐文社　2011.4

★中央・永福・柿木　他９館所蔵

「これは、一人の人間にとっては小さな一歩だが、

人類にとっては偉大なる飛躍である」 宇宙飛行士や

技術者、政治家など、宇宙にすべてを捧げた者たち

の発した心震える100の名言を紹介。

『魂を熱くさせる宇宙飛行士
　　　　　　　　　　100の言葉』
編　高井 次郎

彩図社　2009.10

★中央のみ所蔵

538
タ

一般

～宇宙飛行士からの、家族への手紙～

宇宙飛行士・若田光一が、日本初の有人宇宙施設「きぼう」

で過ごした137日の行動記録を完全収録。微小重力下での実

験、有人宇宙開発のあゆみなども紹介する。

『宇宙で過ごした137日』

著　者　若田 光一

朝日新聞出版　2009.11

★中央・永福・柿木　他８館所蔵

538
ワ

一般

～僕の「きぼう」滞在記～

★

「地球は青かった。」

「これは、一人の人間にとっては小さな一歩だが、

人類にとっては偉大なる飛躍である。」

様々な言葉を残してきた宇宙飛行士たちが書いた本や彼らの伝記を読んでみませんか。

★ 宇宙飛行士 ★



ー７ー

１１月１０日(火)～１１月１３日(金)

１１月１６日(月)～１１月２０日(金)

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。

今川図書館

高井戸図書館

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。

★企画展示のお知らせ★

１０月１３日（火）～１１月２３日（月）

『私の八月十五日～昭和二十年の絵手紙～』

戦後七十年を迎えた今年、絵本『私の八月十五日～昭和二十年の絵手紙～』と
『私の八月十五日～戦後七十年の肉声～』から、著名人のメッセージをパネル
展示しています。昭和二十年八月十五日の記憶を絵と文でつづった著者本人の
朗読を、館内で聴くことができます。
試聴については、カウンターにてお申込みください。

★主な著者名★
林家木久扇（終戦を杉並区で迎えた）
泉昭二（漫画家　杉並区在住）
鈴木伸一（杉並アニメミュージアム館長）
高倉健（俳優）
他16名

★

ー６ー

月の

催し物ご案内１１杉並区立

中央図書館

大人のための読み語り
有吉佐和子作品　ほかの朗読

出演：読み語り「やよいの会」

対象：どなたでも

時間：午後２時～３時３０分（午後１時４５分開場）

場所：地下視聴覚ホール　定員：当日先着40名 

講演「好きこそものの上手なれ～動物画家　薮内正幸」

マザーグースの会・杉並区立中央図書館　共催

講演：薮内竜太（薮内正幸美術館館長）

時間：午後２時～４時（午後１時30分開場）

場所：地下視聴覚ホール　

対象：一般　定員：当日先着８０名

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。

11月18日

（水）

バリアフリー映画会「舟を編む」（字幕つき）

時間：午後２時～４時（午後１時３０分開場）

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般

定員：７０名

12月５日

（土）

11月20日

（金）

★★１２月の催し物ご案内★★

12月６日

（日）

＊事前申し込みが必要です。
電話（3391-5754）又はファックス（3391-7803）
１１月２０日９時より受付開始

※聴覚障害の方もお楽しみいただける字幕付きです



月の予定１１
杉並区立中央図書館の
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28

★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

24

1

お話会

あかちゃんお話会

16
あかちゃん
　タイム

19

12

11月は中央図書館の
蔵書点検があります！

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

29

27

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。

25 26

2

あかちゃん
　タイム

お話会

543

日 月 火 水 木 金 土

４ ６ ７５
お話会

12／

※１１月２４日（火）～１２月３日（木）は蔵書点検のため休館いたします。


