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時 間

著　者：ロバート･A･ハインライン
早川書房　2009.8
請求記号：933ハ
★中央・高円寺・西荻　他3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…。

BG
ツ

一般
『時をかける少女』

著　者：筒井 康隆
角川書店　2006.5
請求記号：BGﾂ
★中央・永福・西荻　他４館所蔵

著　者：宮部 みゆき
文藝春秋　2000.10
請求記号：BGﾐ
★中央・永福・高円寺　他4館所蔵

ー２ー

この国は一度滅びるのだ…長文の遺書を残し陸軍大将蒲生憲之が自

決した日、時の扉は開かれた。雪降りしきる帝都、二・二六事件の

ただ中へ、ひそかに降り立った時間旅行者。緊迫の4日間を舞台に

展開する極上の宮部ミステリー。

BG
ミ

一般

ぼくが飼っている猫のピートは、冬になると「夏への扉」を探しはじめる。

家にたくさんあるドアのどれかが夏に通じていると信じているのだ。そして

このぼくもまた、ピートと同じように「夏への扉」を探していた。

『夏への扉』
933
ハ

一般

２月の一般展示のテーマは『時間』」です。
時間に関連した小説はもとより、時短といった生活サイクルにお
ける時間の使い方などに関連するものなど様々なジャンルのもの
をご紹介します。　

展示期間：２／５(金)～３／２(水)

時 間

『蒲生邸事件』
一般

204
レ

一般

ー3ー

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

丘の上にいたのは、たんぽぽ色の髪が風におどる、未来から来た女…。

表題作をはじめ、過去が保存された部屋の扉をあける「失われし時のか

たみ」、遺作となった名品「荒寥の地より」など全13編を収録したヤ

ング傑作選。

『たんぽぽ娘』

著　者：ロバート・Ｆ・ヤング
河出書房新社　2013.5
請求記号933ヤ
★中央・永福・宮前　他３館所蔵

著　者：「歴史の真相」研究会
宝島社　2013.7
請求記号：204レ
★中央のみ所蔵

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』

933
ヤ

『おもしろ世界史大全』

一般

383
ム

一般

933
ハ

著　者：アントニー・バウチャー
論創社　2006.10
請求記号：933ハ
★中央・高円寺所蔵

アメリカのミステリ評論家として知られるバウチャーの中短編集。

博学多識の教養を縦横に発揮した作品はミステリやSFの形式を取っ

ているが、むしろダーク・ファンタジーと呼ぶにふさわしい。表題作

ほか全12編を収録。

『タイムマシンの殺人』

十字架刑に処されたのはイエスの双子だった? アドルフ・ヒトラーは自

殺していなかった? ダイアナ元妃は暗殺された? 闇の中に葬り去られて

きた「歴史の裏側」にスポットを当て、衝撃の新事実を紹介する。



本
ＹＡ特集

この
いかが

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棚、ミニ展示

コーナー合わせてご覧ください。

～10代のあなたへ～
？

展示期間：2／5(金)～3／2(水)

美しく、おいしく、心を癒す甘苦い魔法のお菓子・チョコレー

ト。知っているようで知らなかったチョコレートの歴史から、

チョコレートを使ったお菓子レシピ、人気チョコレートショッ

プ・メーカー54件のデータまで掲載する。

6セ

一般

「くまのがっこう」シリーズから、可愛いお菓子の絵本が登場。

クッキー、チョコレート、デコレーションケーキの作り方や、箱

に詰めてプレゼントしたり、おうちでパーティを開いたりといっ

た楽しいアイディアもいっぱい!

『ジャッキーのおかしブック』

監　修　あいはら ひろゆき

ブロンズ新社　2009.7

★中央・永福・柿木　他６館所蔵

590
ア

児童

生チョコ、チョコフォンデュ、トリュフなど、子どもでも作れるチ

ョコレートスイーツの作り方を、プロセス写真でわかりやすく紹介。

プレゼント用のかわいいラッピング例も掲載。

　 

『贈ってうれしいチョコレート
　　　　　　　　　　スイーツ』 590

ミ

児童

著　者　宮沢 うらら　　

汐文社　 2009.12

★中央・永福・高円寺・宮前　他８館所蔵

編　成美堂出版編集部　　

成美堂出版　 2003.1

★中央・永福・宮前　他6館所蔵

本格的なチョコレートのお菓子を手作りで楽しもう! ベイクドチ

ョコレートケーキ、チョコレートプディング、ロッシェ、カカ

オ・ニブの薄焼きクッキー等、チョコレートを使ったお菓子の

レシピを紹介。全点詳しいプロセス付き。

『チョコレートの手作りお菓子』
596
6ス

一般

著　者　杉本 都香咲

新星出版社　2003.12

★中央・成田・高井戸 所蔵

なぜベルギーとスイスが有名なの? 実はガテン系御用達だった? 

マヤ、アステカなどのメソアメリカで「神への捧げ物」だったカ

カオが、世界中を魅了するチョコレートになるまでの激動の歴史

を紹介。巻末にレシピ集も収録。

『チョコレートの歴史物語』

著　者　サラ・モス

原書房　2013.1

★中央・永福・柿木　他９館所蔵

『チョコレートの事典』

愛と愛が戦うとき女性はどう変わるのだろう。「サラダ記念日」から

10年、なおその人気は衰えることを知らない。清々しい少女の面影

を残しながらも、いま大人の装いをあらたにうたいあげる。

『チョコレート革命』
911
16タ

保存庫

著　者　俵 万智　

河出書房新社　1997.5

★中央・柿木・宮前　 所蔵他５館所蔵

383
8モ

一般

596

子供から大人までみんな大好きなチョコレート!

みじかなお菓子だけど知らないことも沢山あるかも!?バレンタインはチョコっと勇気を出して

あま～いチョコをプレゼントしてみては？

しい!!
うれ

贈って

チョコレート



ー７ー

「今一度、八重の桜」展

のお知らせ

　あの未曾有の大震災から５年がたちます。しかし、地

震・津波だけでなく、福島原発事故による放射能汚染の

被害が残る被災地の復興は、まだ道半ばといわざるをえ

ません。

　新島八重に関する展示をとおして、今一度、東日本大

震災への思いを新たにしていただければ幸いです。

　新島八重の故郷である会津藩や、新島襄、山本覚馬な

ど八重をとりまく人々に関する資料のほか、ドラマ放映

時に各地で行われていた展示に関する図録・チラシなど

の資料も展示しています。

２０１６年１月下旬～３月上旬

１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

ー６ー

月の

催し物ご案内 ２杉並区立

中央図書館

科学あそびの会　「静電気とあそぼう」

講師：科学読物研究会　

対象：幼児～小学生

時間：午後２時～４時

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。

材料は図書館で用意します。

「星の声に、耳をすませて　林完次講演会」

２月７日

（日）

共催：科学読物研究会

講師：林　完次　さん

２月１３日

（土）

大人のための読み語り

出演：やよいの会　

時間：午後２時～３時３０分

場所：地下視聴覚ホール

定員：４０名（先着順）　

２月２８日

（日）

定員になりました！

有吉佐和子の作品などを朗読します



月の予定　２
杉並区立中央図書館の

８ ９ 11 13

15 16 18 19

12

20

21

４ ５ ６

７

28

３

26

★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 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
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

2725

※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

お話会

日 月 火 水 木 金 土

講演会

１ ２

・ ・ ・ ・ ・

あかちゃん
　タイム

お話会

朗読会


