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展示期間：１／５(火)～２／７(日)

星とはいつでも向きあうことができます。どんな都市の上にも、星

空は広がっています。夜空を見上げて、星と対話してみませんか? 

天文写真家・林完次が、天文学の世界を語ります。

『
　星の声に、耳をすませて』

著　者　林　完次
講談社　2013.9
請求記号： 440ハ（児童）
★中央・高円寺・成田　他６館所蔵

著　者：林　完次
講談社　2009.8
請求記号：443ハ
★中央・高円寺・阿佐谷　他３館所蔵

感動的に美しい写真は、まるで読むプラネタリウム。月の満ち欠け、

桜満開の夜空、たそがれ時の一番星…。天体ガイドだけでは知ること

のできない奇跡の一瞬が、美しい写真とともに綴られています。

『星空の歩き方
夜空に秘められた物語を探す、とっておきのヒント』

２月７日（日）中央図書館にて、科学読物研究会との共催によ
る講演会が催されます。講師は天体写真家 林完次さん。
上記期間中には、展示コーナーに関連本を展示します。
ぜひご覧ください。

星星の声に耳をすませて

林　完次　プロフィール

15歳の寺子屋

天体写真家、天文作家。
1945年東京生まれ。星と風景が一体となった詩情豊かな写真で
独自の世界を形作り、一般向け、児童向けともに著書多数。日本
天文学会に所属。五反田文化センタープラネタリウム講師、品川
星の会講師。

440
ハ

児童

443
ハ

一般

近代万年筆実用化の父と呼ばれるL.E.ウォーターマンの名品か

ら、女子中高生向けのファンシーなモデルまで、知性と感性を

刺激する個性豊かな万年筆たち100+1本。

580
ナ

一般
『101本の万年筆
        すなみまさみちコレクションから』

著　者　中島　茂信
阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ　2006.6
請求記号　580ナ
中央・高円寺・高井戸・今川　所蔵

著　者　野島　寿三郎
日外アソシエーツ　2003.2
請求記号　790ノ
★中央・高円寺・下井草　他２館所蔵
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マッチ、切手、創刊号、おみくじ、チラシなど、貴重品・珍品か

ら身近なものまであらゆるペーパーコレクションをとりあげた本

邦初の総合収集ガイド。収集・整理・保存の極意、愛好家団体、

交換会・青空市など役立つ情報も満載。

790
ノ

一般

冬は外出が億劫になりがちです。そこで、ながめるだけでも
楽しめる、コレクションと、自宅で出来る趣味に関する本を
集めてみました。

展示期間：１／５(火)～２／３(水)

『ペーパーコレクション入門
　　　　 紙くず収集百科』

はおうちで ○○○！冬冬

同じモノ、同じ人、同じ街を、大人と子供が撮ったら、何がど

う違って写るんだろう? そんな思いつきが一冊の本になりまし

た。カメラひとつで生きてきた大人と、カメラを持ってるだけ

で嬉しい子供の絵日記みたいな写真集。

748
ニ

一般

『大人の写真。子供の写真。２』

撮　影　新倉　万造／中田　燦
枻出版社　2010.2
請求記号　748ニ
中央のみ所蔵
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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：１／５(火)～２／３(水)

肌荒れ、ニキビ、シミ、くすみ…。美肌の邪魔をしているのは

その食べ方かもしれません。「きちんとしっかり」食べると、

やせて肌もきれいに! 2500人をカウンセリング指導してきた

著者が教える、キレイになる食生活。

『超うる肌美人
498
5タ

一般

リアルなフェイクスイーツをフェルトで作って

みませんか? いちごのロールケーキや、モンブ

ラン、バースデーケーキなど、フェルトのスイ

ーツの作り方を、プロセス写真やカラーイラス

トでていねいに解説します

著　者　南木 裕子

主婦の友社　2009.11

★中央・高円寺・南荻窪　他２館所蔵

『RUKOのフェルトのスイーツ　

594
ナ

一般

よみがえるのは、あたたかい風景。母との想い

出。生きていることへの感謝を祈らずにいられ

ない。少しずつ歩く日常で、私は有難くあたた

かい出会いを沢山もらいました-。童話作家・

あまんきみこ初めてのエッセイ集。

『空の絵本』

914
7ｱﾏ

一般

著　者　あまん きみこ　　　

童心社　 2008.3

★中央・永福・高円寺　他６館所蔵

著　者　伊達 友美 　

大和書房　 2007.4

★中央のみ所蔵

こまやかで美しい日本語は、無用ないさかいを避け、豊かな人間関

係を築きます。組織や家庭の中で、相手の気持ちをくみとりつつ、

自分の意見を表現し、的確に発言するにはどうしたらよいか。品格

ある言葉の作法を提案します。

『美しい日本語のすすめ』
810
ハ

一般

著　者　坂東 眞理子

小学館　2009.10

★中央・宮前・南荻窪　他２館所蔵

わかっているようで、多くの人が結構間違えて使っ

ているのが敬語。長年敬語・日本語の指導を続けて

きた著者が、「敬語の仕組み解説」「135の実践事

例」「演習問題」の3部構成で、美しい敬語・正し

い敬語を徹底指導する。

『正しい敬語
　　　　　美しい敬語が話せる本』

著　者　小川 悟

日本経済新聞出版者　2009.9

★中央のみ所蔵

815
オ

一般

フィンランドのマリメッコ、フランスのズベール、イタリア

のロッシ1931…。ヨーロッパにはかわいい紙ものがいっぱ

い。代表的なブランドを取り上げ、その製品やデザイナーな

どを紹介します。おまけの紙つき。

『ヨーロッパのかわいい紙もの』

パイインターナショナル　2014.2

★中央・南荻窪・下井草所蔵

580
ハ

一般

はじめてでも、うっとりするほどリアルに作れる』

キレイは、食べてつくる！』

寒い冬ですが、「カワイイ」と「キレイ」をテーマに心を温めてみましょう。例

えば、可愛いモノを作ってみる。美しい日本語を学ぶ。表紙が可愛い本、

等など。

 綺麗カワイイ
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月の

催し物ご案内１杉並区立

中央図書館

「星の声に、耳をすませて　林完次講演会」

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。

１月20日

（水）

★★２月の催し物ご案内★★

２月７日

（日）

共催：科学読物研究会

講師：林　完次

時間：午後１時３０分～３時（午後１時開場）

場所：地下視聴覚ホール　

対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員：６０名（申込先着順）

申込：１月11日（月）から電話または直接中央図書館へ

ー７ー

１月１１日（月）～１月１７日（日）

中央図書館１階展示コーナー（CDコーナー横）

『第１２回　すぎなみ本の帯アイデア賞』
　　　　　　　　　　　　　　入賞作品を展示します

　「お気に入りの一冊に帯をかけて、家族や友だちにすすめてみよう！」とい

う図書館からの呼びかけで始まった「すぎなみ本の帯アイデア賞」は、今回も

たくさんの応募をいただきました。

　小学生、中学生の力作556点の中から、「本の帯アイデア大賞」、「本の帯

コピー賞」、「本の帯ビジュアル賞」、「特別賞」、「アイデア賞」に20点の

すばらしい帯作品が選ばれました。

　入賞作品を中央図書館で展示します。ぜひご覧ください！

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。

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)

※最終日は午後３時まで
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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。

お話会

お話会

24

お話会 あかちゃんお話会

16
あかちゃん
　タイム

19

12

あけまして　おめでとう　ございます
今年もよろしくお願いいたします

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

2927

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。
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あかちゃん
　タイム

お話会

日 月 火 水 木 金 土
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お話会

お話会 お話会

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

31
お話会


