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「東洋のガラパゴス」と呼ばれる亜熱帯の楽園・小笠原に魅せられて、

エコツアー・ガイドとなった著者による、発見と感動の小笠原案内。森

歩きや絶景スポット、父島エコツアーなどを豊富な写真とともに紹介。

　

『世界自然遺産小笠原を歩こう』

著　者：小笠原 恵介
角川書店　2011.11
請求記号：T
★中央・成田・西荻　他３館所蔵

786
ア

一般

日本人は古代から海に親しみ、水中に潜る海人の文化をもっていた。

人と野生生物がなかよく暮らし、自然の恵みを分け合う海岸地域「い

そ」で遊び、自然と親しむための方法を伝授し、身も心も元気になる

ノウハウを紹介する。

『磯あそびハイパーガイドブック』

著　者：荒俣 宏、さとう 俊
小学館　2006.7
請求記号：786ア
★中央・柿木・宮前　他６館所蔵

子どもの年齢や育ちに合わせた山歩きスタイル、子どもと山歩きする

ときの装備や知識、簡単な山料理のレシピなどを紹介します。子連れ

登山HP情報、ファミリー登山の記録帳の例、持ち物チェックリスト付

き。

著　者：上田 泰正、安藤 啓一
山と溪谷社　2012.7
請求記号：786.1ｳ
★中央・柿木・宮前　他６館所蔵

『子どもと楽しむ山歩き』

786
1ウ

一般

今年も夏がやってきました！何をしよう、どこへ行こう…
考えるだけで楽しくなってしまいます。あいかわらず忙しい毎日
ではありますが、何とか時間を作って楽しみたい。
大人にだって、夏休みが必要です！！

展示期間：７/８(金)～８/３(水)

ー２ー

ガイドブック

T

ー3ー

映画上映会
日時：７月３０日（土）

場所：地下視聴覚ホール

『これならわかる
              　オリンピックの歴史Q&A』 

著　者：石出 法太、石出 みどり
大月書店　2016.4
請求記号：780イ
★中央・柿木・宮前　所蔵

一般

780
イ

なぜギリシアでオリンピックがはじまった? 日本はいつからオリン

ピックに参加した? 古代オリンピックのはじまりから、パラリンピ

ック、これからのオリンピックまで、オリンピックの歴史をQ&A

で紹介する。

今年の８月にはリオデジャネイロ、2020年には東京オリンピック・パラリン
ピックが開催されます。
オリンピック・パラリンピックや競技種目などに関する本を集めました。

ミニ講演会

  9:45~10:15　1964 年「オリンピックハイライト」
10:30~11:20　「茄子　アンダルシアの夏」（自転車短編アニメ）

13:00~15:15　「インビクタス」（感動のラグビー映画）

16:15~16:45　1964 年「オリンピックハイライト」

15:30~16:00　「パラリンピック自転車競技に出場して」
　　　　　　　　　　　小川睦彦さん（1996 年アトランタパラリンピック金メダリスト）

同日、井草中学校にてスポーツイベントが行われます。中央図書館ではコラボ

企画として、オリンピック関連の映像の上映会を催します。

入退場自由です。ぜひお立ち寄りください。

同日、井草中学校にてスポーツイベントが行われます。中央図書館ではコラボ

企画として、オリンピック関連の映像の上映会を催します。

入退場自由です。ぜひお立ち寄りください。

★各回定員５０名（当日先着順、入退場自由）★

夏休み！みんなで学ぼう！
～オリンピック・パラリンピック～



ー５ーー４ー

展示期間：７／８(金)～８／３(水)

はっぱや貝がらのはがき、アイデアいっぱいの手作りカード…。さ

さやかだけど、それは世界にひとつのおくりもの。気持ちと時間を

たっぷりこめて、あなたはだれに、どんな手紙をおくりますか? 郵

便局のアドバイスも収載。

『てがみはすてきなおくりもの』

著　者　スギヤマ カナヨ

講談社　200３.12

請求記号：児童810ス

★中央・永福・柿木　他９館所蔵

孤児院育ちのジェルーシャは、会ったこともない「あし

ながおじさん」のおかげで大学へ行けることに…。楽し

い4年間を、おじさんにあてたジェルーシャの手紙で綴

ります。

『あしながおじさん
　　　世界でいちばん楽しい手紙』
　　　著　者　Ｊ.ウェブスター

偕成社　2011.４

請求記号：児童930ウ

★中央・高円寺・成田　他３館所蔵

豪雨によって孤立した校舎に取り残された岐阜県立加茂北高校

音楽科クラスの面々。そんな状況のなか、クラスの問題児が何

者かに殺された。警察に疑いをかけられた17歳の岬は、自ら

の嫌疑を晴らすため独自に調査を開始する…。

『どこかでベートーヴェン』

著　者　中山 七里

宝島社　2016.６

請求記号：ナ348

★中央・永福・柿木 他10館所蔵

ナ348
一般

だから、カシコイモノヨ、教えてください。どうやって祈るかを、

ゴクラクをもたないものに(「カシコイモノヨ、教えてください」よ

り) 自在な詩法、深く緩やかな言葉で綴る、長田弘の詩集。

『世界はうつくしいと』

著　者　　長田 弘

みすず書房　2009.４

請求記号：911.56オ

★中央・永福・宮前　 他３館所蔵

体重42キロのやせっぽち。鏡池若葉の夢はお笑い芸

人。高校に入学して待望の相方と出会えた、その直

後、ウエイトリフティング部に引きずり込まれるハ

プニングが発生し…。

『空色バウムクーヘン』

著　者　吉野 万理子

徳間書店　2015.4

請求記号：ＹＡ913ヨ

★柿木・高円寺・宮前 他３館所蔵

（※中央図書館には所蔵がありません）

911
56オ

一般

810
ス

児童

930
ウ

児童

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、ぜひぜひ見てみてね

絵葉書、切手、風景印。かわいい手紙の折り方や、カードの作り方。添えたらステキな一言

やアイデア。あの人の絵手紙。書簡隊体小説やエッセイなど、おたよりしたくなる本を紹介

します。

913
ヨ

ＹＡ

New!
新刊ピックアップ

いま、この本いま、この本

くださいピック
ＹＡ お がて

み
アップ

YA
棚
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月の

催し物ご案内７杉並区立

中央図書館

７月３日

（日）
『オリジナルの風鈴に ねがいごとをかざろう！』

時間：午後１時３０分～午後２時３０分

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童（※ガラスをあつかうので１年生以上）

定員：１０名以上（当日先着順）

科学あそびの会『音～エコーマイクを作ろう～』

講師：古屋　ちえり（科学読物研究会）

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～小学生（小さなお子様は保護者の方とご参加下さい。）

定員：２０名（※事前の申し込みが必要です。７／19（火）受付開始）

事前申し込みは締切となっております

７月２日

（土）
人形劇団プーク公演
『ねずみくんのチョッキ』『スカーフのファンタジー』

子ども映画会「魔女の宅急便」

時間：午後２時～３時45分（開場：午後１時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童・一般

定員：50名（当日先着順）

７月２３日

（土）

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。

７月２０日

（水）

脚本・監督／宮崎駿　原作／角野栄子　1989 年日本　（アニメ―ション）

７月３０日

（土）

夏休み！みんなで学ぼう！～オリンピック・パラリンピック～

オリンピック・パラリンピック関連の映像上映会

時間：午前９時４５分～午後４時45分

場所：地下視聴覚ホール

七夕工作会

※詳しくは３ページをご覧ください

来月の予定です
（一部）

８月６日

（土）

ー７ー

期間：７月８日（金）～８月３日（水）

場所：１階ＣＤコーナー横特別展示コーナー

絵と文と肉声で伝える 『私の八月十五日』

昭和20年８月15日の記憶を手記と絵で記録した本「私の八月十五日」を書

いた執筆者のメッセージをパネル展示しています。

絵と文でつづった執筆者本人の朗読を、資料付属の音声ペンを使って聴くこ

とができます。

※試聴ご希望の方は、カウンターでお申込みください。

７月１１日(月)～７月１４日(木)

★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。

方南図書館

※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。

★企画展示のお知らせ★

林家木久扇（終戦を杉並区で迎えた）
泉　昭二（漫画家　杉並区在住）
鈴木伸一（杉並アニメミュージアム館長）
　　　　　　　　　　　　　　　　他

★主な著者★
　（予定）
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29 30
あかちゃん
　タイム

月の予定  ７
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

今年も夏がやってきました！
７月16日から

夏休みチャレンジが始まります！

☆臨時休館
方南：7月11日(月)～7月14日(木)（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。

28

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。

★七夕工作会

31
お話会

★人形劇公演

★赤ちゃんおはなし会

★子ども映画会

★オリンピック関連上映会


