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一般

BG
サ

一般

著　者：いしい しんじ
文藝春秋　2008.11
請求記号：イ283
★中央・永福・柿木　他６所蔵

人気作家が語る「童話作家への道」の真実! 童話って誰にでも書けるもの

なの? 童話作家って食べていけるの? という疑問に答え、新人賞応募、

デビュー、話を思いつくケース、児童書をめぐる事情などを綴った体験

的職業論。

『童話作家はいかが』

著　者：斉藤 洋
講談社　2002.5
請求記号：909サ
★中央・永福・高円寺　他７館所蔵

著　者：笹生 陽子
角川文庫　2005.6
請求記号：BGサ
★中央・宮前・下井草所蔵

『四とそれ以上の国』

909
サ

『楽園のつくりかた』

一般

ハ080著　者：林 真理子
角川書店　2008.5
請求記号：ハ080
★中央・永福・柿木　他８館所蔵

時は昭和30年代。銀幕にひしめく石原裕次郎、小林旭、美空ひば

り、燦めくようなスターたち。「浅丘ルリ子」としてデビューし

た少女の、めくるめく恋の日々が始まった-。自分を生きた女優の

半生を描く、一大ロマン小説。

『RURIKO』

突然の転校先は廃校寸前の村立の分校。おまけに同級生はクセ者揃い。

東大を目指す受験戦争に危険信号!? それでも星野優は孤軍奮闘する

が…。自称エリート中学生の痛快青春物語。

列車の旅をする英語教師や、海沿いの巡礼路をゆく巡礼者、渦潮に

魅せられたトラック運転手や、逃げ出した藍と追う藍師…。四国を

舞台に現実と異世界とが交差する、五感に響く物語。

一般

イ283

豪華絢爛な世界遺産から先進的な現代建築まで、ヨーロッパ、南北ア

メリカ、アジア、アフリカ、オセアニアから厳選した、世界最高峰の

図書館37館を、美しい写真とともに紹介する。

010
エ　

一般
『世界の夢の図書館』

37 Wonderful Libraries around the World
エクスナレッジ　2014.1
請求記号：010エ
★中央・永福・柿木　他９館所蔵

ス

タ
ッフの

著　者：森見 登美彦
光文社　2008.8
請求記号：914.7ﾓﾘ
★中央・永福・柿木　他９館所蔵

ー２ー

美女と竹林。それは、自分がやみくもに好きなもの。竹林を拝借

した作家は、将来の多角的経営を夢見る。だが、美女はどこだ? 

虚実入り混ぜて綴る、妄想と執筆に明け暮れた多忙にして過酷な

日々。

914
7モリ

一般

展示期間：３／４(金)～４／６(水)

『美女と竹林 』

おすすめ本おすすめ本

現政府に文句があるなら勝手に独立国家をつくればいい。それ

は即ち、ゼロから自分の「生」をつくりあげることだ! 路上生

活のエキスパートたちに教えを請いDIYで「国」をつくった男

による、日本を揺さぶる実践的革命の書。

『独立国家のつくりかた』

著　　者：坂口 恭平
講談社　2012.5
請求記号：Ａ
★中央・永福・宮前　他５館所蔵

みんなどんな本を読んでいるんだろう？
面白い本てありますか？・・・ありますとも！お教えいたします。
毎日、図書館の隅々まで見ている私たち図書館員ならではの着眼点で
本ををご紹介します。

図書館

スタッフの

ラベルなし
講談社現代新書

2155
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展示期間：３／４(金)～４／６(水)

イラストレーター・水森亜土の全貌に迫るオフィシャルガイド。秘

蔵されていた初期の“お宝”グッズ、イラスト原画、油彩画、お気

に入りの品々など、多数の作品・資料を一挙公開。インタビューも

掲載。

726
ミ

一般
『水森亜土』

著　者　水森 亜土

河出書房新社　2015.2

★中央・永福・西荻・下井草　所蔵

昭和のセンスあふれる、懐かしい「パンダ」「バンビ」

グッズコレクションを一挙公開。さらに、パンダやバン

ビとともに過ごしていた幼い頃の、他愛ない想い出を綴

る。タケヤマ・ノリヤとの対談も収録。

『パンダとバンビ』

著　者　宇山 あゆみ

新紀元社　2011.6

★中央のみ所蔵

580
ウ

一般

都市下層、農村、植民地、女子寮で、少女たちは何を学び、

何を楽しみ、どう生きたのか? 戦前・戦中・戦後の大激動期

をけなげに可憐に生きた昭和の少女たちの実態を明かし、道

を拓いた女性の少女時代に迫る。貴重写真が満載。

『少女たちの昭和』

編　者　小泉 和子

河出書房新社　2013.6

★中央・永福・柿木　他４館所蔵

384
コ

一般

自分のニセモノになってもらおうと、ロボットに自分について教

え始めたぼくは…。自分を知るってめんどうだけど、おもしろい! 

「りんごかもしれない」に続く、ヨシタケシンスケの発想えほん

第2弾。見返しに絵あり。

『ぼくのニセモノをつくるには』

著　者　ヨシタケ シンスケ

ブロンズ新社　2014.9

★中央・永福・柿木　他１１館所蔵

霊の出没騒ぎが各地で起き、霊との接触で死者まで

出るようになったロンドン。ロックウッド除霊探偵

局に、霊聴力にすぐれ、訪問者(霊)の声を聞きとる

能力を持つルーシーがやってきて…。

『ロックウッド除霊探偵局
　　　霊を呼ぶペンダント　上・下』

著　者　ジョナサン・ストラウド

小学館　2015.3

★中央・永福・柿木　他８館所蔵

930
ス

児童

児童茶色ラベル

EC

ヤングアダルトむけのオススメ本冊子『いま、この本2015-2016』の中から、いくつか

ピックアップさせて頂きました。『いま、この本』はYA棚に展示されていますので、ぜひ

ご覧ください。

10代の読者(ヤング・アダルト）に向

けて、中央図書館では毎月テーマを決

めてオススメ本を紹介しているよ！

YA棚も新しくできたから、ぜひぜひ

見てみてね

いま、この本YA棚

YA展示

今のように携帯電話やゲーム機などがなかった昭和を過ごした女の子たち。

何に興味を持ち、どんなものが流行したのでしょうか？昭和の女の子カルチャー本を

紹介します。男の子もぜひご覧ください。

の のの の
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月の

催し物ご案内３杉並区立

中央図書館

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。

３月１６日

（水）

親子映画会
　　　　「はちみつ色のユン」

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：児童とその保護者

定員：50名（当日先着順）

３月２０日

（日）

３月５日

（土）
おとなのための　おはなしの会

対象：大人の方（高校生以上）どなたでも

時間：午前10時～11時30分（開場：９時45分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：60名先着順

後援：杉並区教育委員会

主催：マザーグースの会

地域の子どもたちに読み聞かせなどの活動をしている「マザーグースの会」
が、会員以外の多くの方にもおはなしの世界を楽しんでもらうために、中央
図書館でおはなしの会を開催します。

映画で世界一周　韓国編

ー７ー

期間：３月中旬～

場所：１階ＣＤコーナー横特別展示コーナー

～あれから５年～

東日本大震災から５年。

あの日を忘れずにいるために。これから先も、ひとりひとりが

自分ができることを探し続けるために。

震災関連の本や、当時の記事が掲載された雑誌などを展示して

ます。お立ち寄りください。

東日本大震災についての企画展示

『すぎなみ　子ども・子育てメッセ』

に中央図書館も参加します！

子育てを応援するたくさんの団体が集まります！
※中央図書館は１２時４５分～午後１時３０分
　３階フロアにておはなし会をします。
　お子さんと一緒に、ぜひお出かけください！

日時：３月１３日（日曜日）

開催時間：午前１０時～午後４時

会場：セシオン杉並
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月の予定  3
杉並区立中央図書館の

★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。

★あかちゃんお話会

★親子映画会

★おとなのための

　おはなし会

寒い冬が終わって、春はすぐそこ！
ワクワクする季節です。

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

※中央図書館の行事の詳細は6ページをご覧ください。

・

30 31
お話会


