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著　者：山本　ふみこ
ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｰｼﾞ　 2011.3
請求記号：590ヤ
★中央・成田・阿佐谷・高井戸区民ｾﾝﾀｰ　所蔵

片付けだけじゃ、つまらない。いらないモノはそぎ落とし、

大好きなモノは大いに楽しむ-。あたりまえの毎日を「ちいさ

な豊かさ」で彩るためのヒントを紹介。

590
オ

一般 『暮らしは、ちいさく

シンプル生活と「私らしさ」を両立するヒント』

著　者：大原　照子
大和書房　2012.7
請求記号：590オ
★中央・宮前・成田　他２館所蔵

著　者：井形　慶子
宝島社　2012.6
請求記号：590イ
★中央・宮前・今川　所蔵

ー２ー

オークションで格安家づくり、台所で作るお手軽コスメ、持ち服が

引き立つコサージュ、野菜が主役のオーガニックのごちそう…。身

の丈に合った暮らしを楽しむイギリスの「買わない暮らし」、衣食

住のシンプルライフを紹介。

590
イ

一般

その日そのとき特別な何かが入用になったとき、すわ買いもの、とは考

えない。そのこころは、買わず、ふやさず仕度したい、である…。「足

りないこと」にひそんでいる、さまざまな楽しみや贅沢を綴る一冊。

『足りないくらいがおもしろい
そうなのだ、「十分」は、わたしを楽しませない。 』590

ヤ

一般

今年も最後の月が過ぎようとしています。忙しい毎日のなかで見
つけた、自分なりの暮らし方をふり返ってみませんか。そして、
新しい年の新しい暮らしのヒントを見つけてみませんか。

展示期間：１２／４(金)～１２／３０(水)

暮らしの展示

『イギリス式　買わない暮らし

　今あるものでキレイに住まう　』
一般

914
7ﾔﾏ

一般

ー3ー

結びのいろは研究会／編
誠文堂新光社　2007.12
請求記号：383ム
中央・永福・柿木　他５所蔵

靴のお手入れ、折形、門守り、お迎えのしつらい、お茶請け…。日

々の暮らしの中で、誰にでもできるおもてなしのヒントを、イラス

トを使って紹介する。「おうちで楽しむにほんの行事」の続編。

『おうちで楽しむにほんのもてなし』

著　者：広田　千悦子
技術評論社　2008.12
請求記号385ヒ
★中央・阿佐谷・方南　所蔵

著　者：山本　ふみこ
毎日新聞社　2011.8
請求記号：914.7ヤマ
★中央・南荻窪・方南　所蔵

台所で出合う野菜をはじめ、いろいろの食材は、わたしに一期一会

という思想をおしえこんでくれた…。台所にまつわるあれこれを綴

る。わたしの料理ノート(乾物篇)も収録。『毎日新聞』連載「山本さ

んちの台所」を単行本化。

便利で簡単、ひもで結ぶことをもっと楽しんでみませんか? 

基本の結び方、毎日役立つひも結び、結んで編んでつくる雑

貨こもの、プレゼント結びなど、ひもやリボンのさまざまな

結び方を紹介。

『くらしを楽しむ結びのいろは』

385
ヒ

『まないた』手帖

一般

383
ム

一般

580
イ

著　者：石黒　智子
アスペクト　2008･7
請求記号：580イ
★中央・永福・宮前　他７館所蔵

いいものだけで、すっきり暮らす-。暮らし上手な著者が、日用品の

選び方や、長く使い続けるための知恵など、「もの」との上手なつき

あい方を語る。琺瑯の鍋、定番のカトラリーなど、ふだん使っている

日用品も紹介。

『わたしの日用品』



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：12／4(金)～12／30(水)

20世紀文学を代表する作家、フランツ・カフカの短編を童話と

いうジャンルで編集。「つり橋」「隣人」「変身」などの物語

を、子どもでも親しめるように意訳やあらすじの形で収録し、

それぞれ解釈の例をあげる。

940
カ

児童

こおろぎになった少年、菊の精の姉弟、豆つぶのように小さい犬、美

女に化けた狐…。伝説などをもとに、人間と幽霊・妖精・動物たちと

の不思議な交流を描いた中国・清時代の短編集から31篇を収録。

『聊斎志異』

著　者　蒲 松齢

岩波少年文庫　1997.7

★中央・永福・宮前　他２館所蔵

920
ホ

児童

誕生日には何が欲しい? お前の父さんは世にも不思議なお店の主人。

さあ、それではアリス、お前に見せよう、私のコレクションの数々

を。…古今東西のお伽話から抜け出てきた、世にも稀なる夢のカタ

ログ絵本。

　 

『アリスの不思議なお店』

726
ク

保存庫

著　者　フレデリック・クレマン　　

紀伊国屋書店　 1997.11

★中央のみ所蔵

著　者　カフカ　　　

メトロポリタンプレス　 2015.4

★中央・宮前・西荻　他５館所蔵

フランス19世紀を代表する挿絵画家グランヴィルの全容を紹介

する作品集。「グランヴィル狂」を自認するフランス文学者・

鹿島茂のコレクションを、文章とともに収録。

『グランヴィル』
732
ク

一般

著　者　グランヴィル

求龍堂　2011.3

中央・今川 所蔵

戦後最大規模の鼓笛隊が襲い来る夜を、義母とすごすことになった

園子の一家。避難もせず、防音スタジオも持たないが、はたして無

事にのりきることができるのか。書き下ろし1編を含む9編のファ

ンタジー短編集。

『鼓笛隊の襲来』

著　者　三崎 亜記

光文社　2008.3

★中央・永福・柿木　他７館所蔵

『カフカ童話集』

すべては机上の空論から、すなわちテーブルの上から始まってゆきま

す。空に昼月、机上に昼酒。酔いがまわったら、昼寝もまたよし。雑

誌のようで、絵本のようで、雑誌でも絵本でもない。あたらしい本の

スタイル。

『テーブルの上のファーブル』
914
７ｸﾗ

一般

著　者　クラフト・エヴィング商会　

筑摩書房　2004.5

中央・南荻 所蔵

リョウサイシイ

ミ213
一般

中央図書館にＹＡ棚ができました！
（一般展示コーナー隣接）

いつも私たちが見ている当たり前の日常風景……のようでちょっと違う、ちょっぴり
怖くてドキドキする、そんな摩訶不思議な世界。
どうぞ皆様ご覧ください………。

奇妙な世界奇妙な世界



ー６ー

月の

催し物ご案内１２杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「お正月かざりをつくろう」

講師：科学読物研究会　

対象：幼児～小学生

時間：午前10時～正午

場所：児童資料室（児童コーナー２階）　定員：20名　

※事前の申込が必要です(12/４～受付)。材料は図書館で用意します。

12月19日

（土）

講演会「好きこそものの上手なれ　動物画家　薮内正幸」

講演：薮内　竜太（薮内正幸美術館館長）

時間：午後２時～４時（１時３０分開場　※正午より整理券配布）

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：当日先着８０名

12月６日

（日）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ映画会「舟を編む」

時間：午後２時～４時１５分

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：７０名（※事前の申込みが必要です）

☆聴覚や視覚に不自由のある方も一緒にお楽しみいただけるよ

うに字幕や音声解説が付いた映画です。

12月５日

（土）

クリスマス工作会　「ｽﾉｰﾄﾞｰﾑとﾂﾘｰぼうしをつくろう！」

対象：児童と保護者　時間：午後１時３０分～３時

場所：地下視聴覚ホール　定員：２０名

事前のお申込みは不要です。直接会場へお越しください。

スノードームの中に入れたいものを持ってきてください。

（直径3.5センチ以内×高さ4～５センチ）

12月23日

（水・祝日）

ー７ー

★杉並区「子ども読書月間」標語募集　のお知らせ

本の楽しさや読書の大切さを広く知ってもらうため、区では６月を杉並
区子ども読書月間と定めています。今回の応募作品の中から、2016年
度ポスターの標語が選ばれます。

★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。

※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。

１２月８日(火)～１２月１１日(金)宮前図書館

★年末年始の休館日のお知らせ

１２月３１日（木）～１月４日（月）は休館いたします。

※１２月２９日（火）・３０日（水）は午後５時で閉館いたします。

募集作品：

対　　象：

応募期間：

杉並区子ども読書月間をＰＲする標語

字数は自由、未発表のもので一人一点まで。

杉並区在住、在学、在勤の小学生から18歳までの方

平成27年12月４日(金)～平成28年１月15日(金)



月の予定１２
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。

映画会

お話会

お話会

科学あそびの会

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

今年も１年ありがとうございました
また来年のご利用をお待ちしております

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

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

お話会

２１31

日 月 火 水 木 金

講演会

１ ２

４ ５３ ６ ９８７
お話会

2016.1

工作会

お話会


