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編　者：農文協
農山漁村文化協会　2010.3
請求記号：614ノ
★中央・成田・今川所蔵

畝は少し高めに立てる、苗は植えつけ前に根を半分以上切り

落とす…。できるだけ手をかけず、野菜に本来備わっている

「おいしさの力」を引き出す永田農法。実もの・葉もの・根

もの野菜全50種のつくり方をわかりやすく解説。

626
シ

一般
『決定版!永田農法の野菜づくり事典』

監　修：永田 照喜治
主婦と生活社　2012.2
請求記号：626シ
★中央・高円寺・宮前　他２館所蔵

ー２ー

農具・道具との出会いと付き合い方のガイドブック。選び方や使いこなし方

をベテラン農家が伝授するほか、メンテナンスや保管の方法を詳しく解説。

手袋や暑さ対策グッズなど安全で快適に作業するためのグッズも紹介する。

『農家が教える便利な農具・
　　　　　　　　　　　道具たち』614

ノ

一般

春は夏野菜を作り始める季節です。野菜作りの他、グリーンカーテン、ハーブ、
土作りのガイドブックや野菜を使ったお料理の本をご紹介します。ベランダで、
家庭菜園で、楽しく育ってておいしく食べてみませんか！　

展示期間：４／８(金)～５／５(木)

編　者：高橋書店
高橋書店　2011.4
請求記号：596タ
★中央・宮前所蔵

江戸時代から昭和にかけて発行された、家庭料理を記したぼう大な

文献をもとに、日本各地に伝わる野菜料理を紹介。野菜に関する知

識、料理にまつわる歴史や地元の情報、料理のコツなども併記。

596
タ

一般『日本の野菜レシピ』

この春

はじめるこの春

はじめる

一般

626
ヨ

一般

ー3ー

編　集：吉田 企世子
文化出版局　2007.7
請求記号：596ヨ
★中央・西荻・南荻窪　他２所蔵

人気ハーブ145種の育て方がやさしくわかるハーブ栽培のバイブル。ハ

ーブの特徴や利用方法、栽培手順&ポイントなどを、豊富な写真でわか

りやすく解説する。栽培カレンダーも掲載。

『香りを楽しむやさしいハーブの育て方145種 』

監　修：桐原 春子
成美堂出版　2011.3
請求記号：617セ
★中央・高円寺・宮前　他２館所蔵

著　者：米山 伸吾、木村 裕
農山漁村文化協会　2012.3
請求記号： 626ﾖ
★中央のみ所蔵

野菜不足していませんか? 健康寿命を知っていますか? 春夏

秋冬の旬の野菜を使ったレシピから、野菜を引き立てるとっ

ておきソース、スープやお菓子まで、体にやさしいレシピが

いっぱい。

『もっともっと野菜の本』

617
セ

『家庭菜園の病気と害虫』

一般

596
ヨ

一般

627
イ

著　者：井上 昌夫
大泉書店　2011.3
請求記号：627イ
★中央・永福・宮前・今川所蔵

草花、庭木・花木、野菜・果樹、芝生…。畑と庭、コンテナ栽培に役

立つ「土・肥料・鉢植え」の基本とコツを、写真とイラストでビジュ

アル解説。作物別施肥計画も収載する。

『デキがぐんとよくなる

「土・肥料・鉢植え」の基本とコツ』

病気・害虫の見分け方と防除法のポイントを、家庭菜園向けにわかり

やすく紹介。各野菜の栽培時期ごとの防除法と農薬の使用法について

詳細に説明するほか、防除作業の基礎知識も掲載。



いま、この本

県立新居山総合技術高校食物調理科、通称「ショクチョウ」。

3年7組の30人は料理の道を志している。怒るとコワイ小梅先

生と、調理に明け暮れる毎日を過ごす高校生たちの、熱くて美

味しくてほろ苦いクッキング・ストーリー。

『３年７組食物調理科』

著　者　須藤靖貴

講談社　2014.３

★中央・柿木　高井戸所蔵

無人島で発見された少女ルーシーは、ひと言も話せ

ず、記憶もなかった。村で暮らすうちに少しずつ回

復していくのだが…。第一次世界大戦中、豪華客船

ルシタニア号が撃沈されたという史実をベースにし

た戦争の悲劇と感動の秘話。

『月にハミング』

著　者　マイケル・モーパーゴ

小学館　2015.８

★中央・永福・高円寺　他７館所蔵

930
モ

YA

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

めておすすめの本を展示しています。

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

YA棚

サ
ブ
カ
ル

いま、この本

913
ス

YA

「硫黄島からの手紙」「ディパーテッド」「マリー・アントワネット」。

映画評論家・中原昌也が、蓮實重彦、鈴木則文、西島秀俊、芝山幹郎ら

14人のゲストと話題作を語りつくす。

『映画の頭脳破壊』

著　者　中原昌也

文藝春秋　2008.３

★中央・今川所蔵

778
ナ

保存庫

CDが売れなくなり、音楽産業が転換点を迎えたゼロ

年代。そんな時代に根付いたオルタナティブ・ダン

スミュージック、日本語ラップ、ネオ・フォークな

ど、新しい“ニッポンの音楽現場”に迫る。

『音楽が終わって、人生が始まる』

著　者　磯部涼

アスペクト　2012.1

★中央のみ所蔵

764
7ｲ

一般

かつて江藤淳が「サブカルチャー」と「文学」の間に引いた境界線を

独自な構想の上に受け継ぎ、文学史の見えにくい現在の文学に明らか

な系譜と判断の基準を提示する。『文学界』連載を加筆して掲載。

『サブカルチャー文学論』

著　者　大塚英志

朝日新聞社　2004.2

★中央・柿木・阿佐谷・南荻窪所蔵

910
26ｵ　

保存庫

若者文化、おたく文化、アートや音

楽等、その時代を反映する「サブカル

チャー」をテーマに紹介します。

そこには、混沌とした今の時代を生

き抜くヒントが記されているかもしれ

ません！

ー５ーー４ー

展示期間：4／8(金)～5／5(木)おすすめ
　展示



ー７ー

「あれから五年」

３月から引き続き、東日本大震災について、関連

書籍や、当時の記事が掲載された雑誌などの資料

を展示しています。

３月上旬～５月８日（日曜日）

１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

～東日本大震災企画展示～

☆中央図書館企画展示のご案内☆

「ぬいぐるみおとまり会」のお知らせ

６月は杉並区子ども読書月間です。中央図書館では、

「ぬいぐるみおとまり会」を企画しています。

たくさんのご応募お待ちしております！

ぬいぐるみのお預かり：５月２８日（土）

お迎えに来ていただく日：６月５日（日）

申込期間：５月１日（日）～５月８日（日）

申し込み方法：申し込み用紙にご記入のうえ、

中央図書館カウンターにてお申込みください。

当選者のみハガキでご案内いたします。

※はじめて参加する方が優先となります。

※募集対象等詳細については館内ポスターまたは
　児童向けおたよりをご覧ください。

ー６ー

月の

催し物ご案内
 ４　杉並区立

中央図書館

　対象：児童と保護者

　時間：午前11時～（約30分）　

★場所：読書の森公園（※雨天の場合は地下視聴覚ホール）

　事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

『青空おはなし会』

４月29日

（金・祝日）

杉山　亮さんの ものがたりライブ

「あなたも名探偵シリーズ」や「怪盗ショコラ」シリーズなどで人気の児

童書作家杉山亮さんの、子どもも大人も楽しめるオリジナルストーリーの

おはなしショーです。

４月30日

（土）

時間：午後３時～午後４時30分（開場：午後２時３０分）

会場：地下 視聴覚ホール

対象：小学生・中学生・高校生・一般

定員：８０名（申し込み先着順）

申し込み：４月11日（月）より

電話、または中央図書館カウンターにてお申込みください。

子ども読書週間（４/23～５/12）のイベントです。

図書館を出て

公園で

おはなし会を

します！

５月１日（日）『戦国武将にへんしん！』
タイムスリップ工作会

※詳しくは「なかよしつうしん」、館内ポスターをご覧下さい。

すぎやま あきら

５月の予定



月の予定　4
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
※第５火曜日はお休みです
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

青空おはなし会

29

お話会

お話会

・

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム
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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
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※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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