
2016.5

杉並区立中央図書館
杉並区荻窪3-40-23　℡03-3391-5754
https://www.library.city.suginami.tokyo.jp/

suginami

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００

　　
一般展示　　　　癒しの時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
　　　　　　　　　　自殺予防 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
YA特集　　　　　「いま、この本2015-2016」より ・・・・４
　　　　　　　　　　ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｰﾅｰ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・５
５月の催し物・図書館からのおしらせ ・・・・・・・・・・６・７

図書館
だより



雨の日も風の日も、お風呂に入って、まったりくったり…。究極の癒し

猫「ふくたん」の写真集。ふくたんの初めての温泉旅行と日常の姿を紹

介する。切り取って使える「ふくたんコスプレカレンダー2012」も収

録。

645
フ　

一般 『びばのん ふくたんの成長日記』

著　者：ふくたん主
宝島社　2011.12
請求記号：645フ
★中央のみ所蔵

著　者：たちばな れんじ
河出書房新社　2010.12
請求記号：480タ
★中央・宮前・西荻　他２館所蔵

ー２ー

おさるもコアラもカバもペンギンも、みーんなおやすみ…。上野

動物園、京都市動物園など全国10カ所の動物園で撮影した、眺め

ていると眠たくなる、とびっきり癒される動物たちの寝顔だけの

写真集。

498
3サ

一般

15
645

ＣＤ

『おやすみ動物園』

501
「5時から6時には起きる」「帰りは寄り

道をする」「部屋を美術館にする」…。

人類が600万年かけて積み上げた、人間

の脳を元気にする53の習慣を紹介。

「ぼのぼの」アニメ劇場版のサウ

ンドトラック。

『脳が元気になる、
　　　　1日の習慣 』

著　　者：佐藤 富雄
ダイヤモンド社　2009.1
請求記号：498.3サ
★中央のみ所蔵

『「ぼのぼの」
オリジナルサウンドトラック 』

作　曲：ゴンチチ
ＳＯＮＹ　ＲＥＣＯＲＤＳ　1993
請求記号：501
★中央・西荻所蔵

480
タ

一般

つかれたなあと思ったり　ホッと一息つきたいときに
おすすめの本を集めました。
ちょっと一休みしてみませんか？
あなたの癒しの時間のお供に

展示期間：
5/7(土)～6/1(水)

ー3ー

一般

911
56タ

年間自殺者3万人超という深刻な事態が1998年から続いている。自殺の

実態、自殺に至る心理、心の病、特に「うつ病」との関係、遺族に対す

るケア、国内外での先進的な取り組みなどについて、事例も交えて具体

的につづる。

文　　：穴澤 賢
草思社　2012.4
請求記号：児童600ア
★中央・高井戸・今川　所蔵

『自殺予防』岩波新書 新赤版

著　者：高橋 祥友
岩波書店　2006.7
請求記号：Ａ
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

著　者：谷川俊太郎with friends
角川SSコミュニケーションズ　2008.8
請求記号：911.56タ
★中央・柿木・高円寺　他６館所蔵

『明日もいっしょにおきようね
                     捨て猫、でかおのはなし』

『生きる　わたしたちの思い』

谷川俊太郎の詩「生きる」にちなんで、それぞれの「生きる」をつなげ

てひとつの詩をつくる-。『mixi』の谷川俊太郎コミュニティの投稿か

ら生まれた、泣きたくなるほど優しい本。谷川俊太郎と投稿者らの座談

会も収録。

寒い冬のある日、保健所に収容された1匹の大きなオス猫。顔がでか

いから「でかお」と命名。でかおを救おうと思い悩むノリコさん。

しかし、そのときすでに…。ある保健所で本当にあった、猫と人と

の悲しくぬくもりのある物語。

児童

600
ア

ラベルなし
岩波新書　新赤版

1028

他のだれでもない、あなたに

５月は杉並区自殺予防月間です。　
中央図書館では命に関する本を展示しています。
ぜひ手に取って読んでみて下さい。

一般・新書



マナー

ー５ーー４ー

展示期間：５／７(土)～６／１(水)

年賀状や手紙の書き方は? お客さまをむかえるとき、およばれした

ときの心くばりとは? 結婚式の服装マナーって? 家で、学校で、公

共の場で、1年間を通して知っておきたいマナーをイラストでわか

りやすく紹介します。

380
ス

児童
『心をこめて春夏秋冬』

著　者　スギヤマ カナヨ

あすなろ書房　2010.4

請求記号：児童380ス

★中央・永福・柿木　他9館所蔵

礼儀作法とは「相手を大切に思っている」という気持ち

を、動作を通して伝える方法です。公共の場での立ち居

振る舞いや、こどものうちに身につけておきたい礼儀作

法を、ポイントを押さえイラストを多用して紹介します。

『おとなも学べるこども礼儀作法』

著　者　尾崎 文春

少年写真新聞社　2013.4

請求記号：児童380オ

★中央・永福・柿木　他9館所蔵

380
オ

児童

もしその星に住むとしたら、どんな設備の住まいになるのか。

どんなものがあったら住めるようになるのか。なぜその設備が

必要なのか。太陽系の星の特徴や仕組みを「生活すること」を

前提に、イラストとともに紹介する。

『住んでみたい宇宙の話』

編　者　竹内 薫

キノブックス　201６.３

請求記号：児童500タ

★中央・高円寺・高井戸所蔵

500
タ

児童

ぼくの家には、母の弟の「ぐうちゃん」がいる。世界中を旅して

きたぐうちゃんの話は信じられないような「ほら話」ばかりだけ

ど、とても面白くて…。光村図書の国語教科書(中学2年)に収録さ

れた同名短編をベースにした作品。

『アイスプラネット』

著　者　椎名 誠

講談社　2014.２

請求記号：児童913シ

★中央・永福・柿木　他7館所蔵

どんな紛争地でも年間3万人も死んでいません。そ

んな多くの人が自殺する国は日本だけです。この国

は形を変えた戦場なんです-。『朝日新聞』掲載の「

いじめられている君へ」を絵本化。「うつくしいの

はら」も同時収録。

『生きのびる魔法、
　　　　　いじめられてる君へ』

著　者　西原 理恵子

小学館　201３.１

請求記号：371サ

★中央・柿木・西荻所蔵

371
サ

一般

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

YA
棚

マナー（礼儀作法）とは「相手を大切に思う気持ちを表す行い」のことをいいます。

学校や社会生活だけではなく、お友達や家族に対しても心がけたいものですね。

一番大事なのは思い遣りの「心」です。

913
シ

児童

マナー

New!
今月の新刊

いま、この本いま、この本



ー６ー

月の

催し物ご案内５杉並区立

中央図書館

親子映画会
　　「アンデルセン童話特集」

時間：午後２時～４時１０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童とその保護者　※大人のみの参加はご遠慮下さい

定員：50名（当日先着順）

映画で世界一周　デンマーク編５月１４日

（土）

大人のための読み語り　やよいの会

時間：午後２時～３時半

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般

定員：４０名（当日先着順）

５月２９日

（日）

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。

５月１８日

（水）

★★「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になります。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！

※応募方法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。

５月１日

（日・祝）

タイムスリップ工作会『戦国武将に変身！』

時間：午後１時３０分～午後２時３０分

　　（終了後におはなし会に参加もできます）

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童（５才以上）　定員：１５名（当日先着順）

ー７ー

期間：５月中旬～７月

場所：１階ＣＤコーナー横特別展示コーナー

マザー・グース展

絵本の出版文化が花開いた18世紀イギリス、初期の絵本作家ら

が好んで題材としたのが、英語圏で広く歌い継がれてきたわら

べ唄「マザーグース」でした。

中央図書所蔵の「復刻：マザーグースの世界」を中心に、関連

する様々な資料をご紹介します。現在の多彩な絵本表現のみな

もとであるマザーグースの世界を、ぜひお楽しみください。

～絵本のみなもとへ～

５月１７日(火)～５月２０日(金)

５月２４日(火)～５月２７日(金)

★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。

南荻窪図書館

下井草図書館

※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。
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月の予定  5
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

★あかちゃんお話会

４月２３日～５月１２日は
子ども読書週間です。

☆臨時休館
南荻窪：５月１７日～５月２０日（蔵書点検のため）
下井草：５月２４日～５月２７日（蔵書点検のため）

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

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。

★工作会

★親子映画会

★読み語り


