
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/

開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００

一般展示　　　　あの人の「旅」 ・・・・・・・・・・・・２
　　　　　　　　　　生きるための本  ・・・・・・・・・・３
　　　　　　　　　　インド独立の父・ガンディー ・３ 
YA特集　　　　　漫画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４・５
９月の催し物・図書館からのおしらせ・・・・・・・６・７

suginami

2016.9



ー２ー

『京都の旅』

歴史小説や日本古代史でも有名な松本清張と考古学者の樋口清之の

共同制作から生まれた普書遍的で面白い紀行読物。コースガイドで

は物足りない方へ。

著　　者：松本清張・樋口清之
光文社　1984.9
請求記号：ＢＹマ
★中央・高井戸

一般･文庫黄色（ＢＹ）

著　者：コロナブックス編集部
平凡社　2012.3
請求記号：910．26コ
★中央・永福・高円寺　他８館所蔵

小泉八雲の西へ西へ移り住む旅、自分で稼いだお金でパリにいく

林芙美子、山口瞳が度々訪れた一ノ関の人や店…。作家の旅が、

今の、当時の写真とともに楽しめる一冊。

『作家の旅』

910
26コ

一般

新幹線が開通し、東京から行きやすくなった金沢。

金沢について書き始めて半世紀の五木氏が伝えたい

金沢の「気配」を感じるエッセイ。

915
7イ　

一般 『五木寛之の金沢さんぽ』

著　者：五木寛之
講談社　2015.3
請求記号：915.7イ
★中央・高円寺・高井戸・区民センター

作家が案内する奈良・京都の史跡、愛してやまない
街や店、作家の目を通して「旅」の気配を感じる本
を紹介します。
ガイドブックとして読むも良し。足跡を訪ねる旅も
良し。当時の風景を思いめぐらせながらお楽しみく
ださい。

展示期間：9/2(金)～10/5(水)（一般展示コーナーにて関連本展示中）

マ

あの人の「旅」
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すべての「いのち」に、ありがとうと感謝を込めて…。小学校

の道徳の副読本にもなった絵本「いのちのまつり」の著者が、

保育園で絵を教えた体験から学んだことや、父親の死で見えて

きたことなどを綴る。

914
7ｸｻ

一般

126
カ

一般

『毎日がいのちのまつり』

著　者：草場 一壽
サンマーク出版　2011.12
請求記号：914.7ｸｻ
★中央・方南

『今こそ読みたいガンディーの言葉』

核の脅威、世界の混迷にガンディーはどう立ち向かったか。世

界を変革に導いたガンディーの人生哲学、武器なき革命への指

標となる言葉の数々を紹介する。

著　　者：マハートマー・ガンディー
朝日新聞出版　2011.9
請求記号：126カ
★中央・今川・西荻　所蔵

「生きるための本」
9月は秋の自殺予防月間です。中央図書館では関連図書の展示を行い、

自殺予防を呼びかけています。区内各館でも講座や展示が催されます。

期間、テーマなどについては各館にお知らせください。

「インド独立の父・ガンディー」

ガンディーの誕生日にちなんで、インドでは毎年１０月２日を「ガンディー

記念日」としています。この機会に、ガンディーが唱えた「非暴力」につい

て考えてみよう！一般展示コーナーにて関連の本を展示しています。

展示期間：９/２(金)～１０/５(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

～非暴力について考える～
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展示期間：９／２(金)～１０／５(水)

一般展示横のミニ展示コーナーでは、

10代の読者(ヤング・アダルト）に向

けて、毎月テーマを決めてオススメ本

を紹介しているよ。YA棚、YA新聞

（季刊）もぜひ見てみてね。

吉田戦車ロングインタビューのほか、椎名林檎、八
谷和彦、朝倉世界一との対談を掲載。キャラクター
図鑑、日記、全単行本解説、高橋留美子らの寄稿マ
ンガなども収録する。

図書館には意外と漫画があることを知ってますか？漫画だって立派な読
書のはず！名前は聞いたことあるけど読んだことのない名作漫画にチャ
レンジしてみてはいかがでしょうか？

漫画の天才、石ノ森章太郎自らの
「時間」を振り返る青春記。漫画
家志望者必読の『まんが研究会』
も収録。

日本のギャグ漫画王・赤塚不二夫の名作選。父ちゃん
子ゴンをはじめ、ニャロメ、ココロノボス、ベラマッ
チャ、おまわりなどの個性あふれるキャラクターがオ
ン・パレードのシュールギャグ漫画。

『吉田戦車』
河出書房新社(KAWADE夢ムック)　
2009.2
請求記号：保存庫726カ
★中央のみ所蔵

地球全体が水不足で、乾燥警報発令! そんな時、ノウ博士
が発明したウォーターロボットのロボが、地中に存在する
水を発見した。早速ジオ、ケイ、ピピと共に穴を掘り始め
たが…。楽しく読めるサバイバル科学漫画。

『水不足のサバイバル』

文　：スウィートファクトリー　
朝日新聞出版　2016.8
請求記号：500ス//児童
★中央・永福・高円寺　他５館所蔵

『石ノ森章太郎の青春』

著　者：石ノ森 章太郎
小学館　1998.6
請求記号：保存庫BYイ
★中央のみ所蔵　

『レッツラ＊ゴン』

著　者：赤塚 不二夫
小学館　2005.6
請求記号：保存庫BYア
★中央のみ所蔵

726
カ

保存庫一般

726
テ

500
ス

児童

保存庫文庫

ア

保存庫文庫

イ

NEW

『火の鳥 NO.2
　　　未来編』

著　者：手塚 治虫
角川書店　1986
請求記号：保存庫726テ
★中央・下井草・
　高井戸地域区民センター所蔵

マンガの神様・手塚治虫
の代表作の一つ。火の鳥
（不死鳥）を物語の中心
にした一連の編により成
り立つ漫画作品。

　

保存庫一般
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月の

催し物ご案内９杉並区立

中央図書館

「三丁目物語～春・夏・秋・冬～」

時間：午後２時～３時４０分（開場：午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童と保護者

定員：５０名（当日先着順）

日本作品（アニメーション）

監督：前田庸生

アニメーション制作＝グループ・タック

９月１７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３０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。

９月２１日

（水）

あおぞらおはなし会

対象：児童と保護者

時間：午前11時～

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。

９月２４日

（土）
図書館を出て、青空の下でお話会をします。ぜひご参加ください！

１６ミリ映画会

たま＆フレンズ「うちのタマ知りませんか？」シリーズ
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９月６日(火)～９月９日(金)

９月２６日(月)～９月３０日(金)

９月１３日(火)～９月１６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。

永　福図書館

阿佐谷図書館

高井戸地域区民センター

※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。

図書館を使って、調べまとめた作品

作品のテーマは自由（応募者本人の創作で未発表の作品に限ります）

サイズ：小学生は B4、中学生は A4 まで

ページ数：50 ページ以内（目次、参考文献一覧をのぞく）

※集めた情報をまとめた資料を「別冊」として添付することもできます。

杉並区在住・在学の小学生、中学生、高校生

①区立小中学生の方で在学の学校で作品をまとめている場合→在学の

学校へ提出

②個人の方→杉並区立図書館へ応募用紙（各図書館窓口にあります）

を添えて提出

調べるときに利用した本の名前やホームページアドレスおよび図書館

名を書いてください。

募集期間：平成 28 年９月２日 ( 金 ) ～９月２６日 ( 月 )
締切日必着

募集作品

募集対象

応募方法

必ず書くこと

主催：杉並区教育委員会　審査委員長：杉並区教育委員会教育長　後援：公益財団法人図書館振興財団

問い合わせ先：杉並区立中央図書館

★『第１７回　調べる学習コンクール』 の作品を募集しています
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月の予定  ９
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

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。

27 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。

★こども映画会

★青空お話会
★あかちゃんお話会

暑さも少しづつ和らいできました。
読書の秋がはじまります！


