
2016.10

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

図　館
だ  り

　　
一般特集　　　　本と電子書籍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
　　　　　　　　　　循環型社会について考える・・・・・・・・３
　　　　　　　　　　石井桃子展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
YA特集　　　　　図鑑　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
　　　　　　　　　　ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟｺｰﾅｰ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
１０月の催し物・図書館からのおしらせ ・・・・・・・・・・・・６・７



リスが走り回るアウトドア書店、エリザベス女王御用達の書店…。本を

愛する人が幸せになれる世界の本屋さんを取り上げ、オーナー・店長・

店員のインタビューとともに紹介します。店長・オーナーからの直筆の

手紙も収録。

『世界の夢の本屋さん ３』

著　者：清水　玲奈
ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ　2013.11
請求記号：024セ
★中央・柿木・西荻　他５館所蔵

023
キ

一般

オンライン出版の概要を把握し、現状のビジネスモデルを批判的に検

討して、それらの構成要素をどう関係付けるべきかというグランドデ

ザインを提示。さらにそのような構想を導き出す著作権法の基本的か

つ実践的な読み方を示す。

『原点から考えるオンライン出版
　　　　　　　　　　　　　』
著　者：北村　行夫
太田出版　2012.12
請求記号：023キ
★中央・今川　所蔵

iPad&キンドル、印税70%時代に何が起こるか? 朝日新聞社、学研、

ダイヤモンド社を経て独立。電子書籍専門の出版社を設立した編集者

が、これからの「本」「著者」「出版社」「書店」の姿を語る。

著　者：田代　真人
インプレスジャパン　2010.5
請求記号：023タ
★中央・西荻・方南　所蔵

『電子書籍元年
　　　　　　　　　　　　　　　』023

タ

一般

「本と電子書籍」をテーマに、資料を展示します。本との出会いを
楽しむ書店の魅力、電子書籍の利便性や奥深さ等々、関連資料をご
紹介しています。それぞれの世界をお楽しみください。

展示期間：１０/７(金)～１１/３(木)

ー２ー

本
と本

電子書籍
電子書籍

iPad＆キンドルで本と出版業界は激変するか？

024
セ

一般

著作権と電子書籍の流通

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

ー3ー

『もったいないね このバチ当たりめ！
　　　　　　　　　　　　　　』 

著　者：北野　大
あ・うん　2010.4
請求記号：519キ
★中央・成田　所蔵

一般

519
キ

科学者北野大と、世界の北野ことビートたけし。実の兄弟である2

人の対談集。環境問題をテーマに、少年時代のことや母のことも、

天衣無縫に語り合う。わかりやすくてためになり、そして笑える環

境文化論。

１０月は「リデュース・リユース・リサイクル（３R）推進月間です。関連す
る資料を展示しています。継続可能な循環型社会について考えてみよう！

循環型社会について考える

石井桃子展特別展示

「クマのプーさん」などの翻訳や児童文学の創作を行い、日本の児童文学普及に貢献す
るとともに、自宅に「かつら文庫」を開設し、家庭文庫普及の先駆けとしても活躍され
た石井桃子さんに関連する資料を集めました。

CDｺｰﾅｰ横特別展示コーナーでは、自筆サインや写真パネル、貴重な著作などを展示します。
一般展示コーナーでは、貸出し可能な著作を展示します。（『石井桃子コレクション』）
ぜひ、ご覧ください！

北野大 vs ビートたけしの新環境文化論

『石井桃子
　　　　　　　　　　　　』児童文学の発展に貢献した文学者

著　者：筑摩書房編集部
筑摩書房　2016.1
請求記号：289イ（児童）
★中央・永福・柿木　他10館所蔵

児童

289
イ

展示期間：１０/７(金)～１１/３(木)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）
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展示期間：10／7(金)～11／3(土)

ラテン文字、アラビア文字、インド系文字、漢字…。世界の45の

言語を文字の系統・種類ごとに分類し、それぞれの文字とことばの

特色・歴史を解説する。

『図説 世界の文字とことば』

編　者　町田 和彦

河出書房新社(ふくろうの本）　

2009.8

請求記号：801マ

★中央・永福・柿木　他７館　　　　

地球上の氷河と氷床が全部とけたらどうなる? 大ピラミ

ッドの重さはエンパイア・ステート・ビル何個分? 宇宙

と地球と生命と先端技術の驚きの真実が見えてくる、く

らべて、驚き、発見する、ビジュアル図鑑。

『信じられない現実の大図鑑』
　　　
編　者　ドーリング・キンダスリー

監　修　増田 まもる　訳　こどもくらぶ

東京書籍　201４.７

請求記号：児童400キ

★中央・永福・柿木　他７館

　人の悪口を言わないし、掃除はサボらないし、「宿題を見せ

て」と頼まれたら気前よく見せる。「いい人」と呼ばれるのは

いいことだと思っていた。夏休み明けの教室で起こった小さな

変化はやがて…。ちょっとビターな青春小説。

『いい人ランキング』

著　者　吉野 万里子

宝島社　2016.８

請求記号：913ヨ

★中央・宮前・柿木 他８館所蔵

古代エジプト以来、本の歴史は、昔ながらの技術を放棄しては新た

な技術を採用することのくりかえしだった。パピルスから電子書籍

まで、本の歴史を、本の発展において重要な役割を果たしてきた

100冊の本でたどる。

『世界を変えた100の本の歴史図鑑』

著　者　　ロデリック・ケイブ、サラ・アヤド

訳　大山 晶　日本語監修　樺山 紘一 

原書房　2015.５

請求記号：020ケ

★中央・柿木・高円寺　他６館

マンホールやパイロン、送水口や地面に埋まってい

る杭、透かしブロック、道路標識…。数を集めてこ

そ見えてくる、秘められたデザイン意図と、使う人

の無意識。街中でよく見かけるアレやコレの鑑賞ポ

イントを紹介する。

『街角図鑑』
　　
編著　者　三土 たつお

実業之日本社　2016.4

請求記号：501ミ

★中央・高円寺・宮前　他３館

020
ケ

一般

501
ミ

一般

801
マ

一般

400
キ

児童

913
ヨ

児童

大きな図版、豊かな表情。図鑑をとおして、普段は見えていなかったところまで知

識を広げましょう。科学や歴史から、インテリアブランドまで。

ちょっとマニアックで、けっこうポップな、図鑑特集です。

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

New!
新刊ピックアップ
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月の

催し物ご案内１０杉並区立

中央図書館

１６ミリ子ども映画会「クマのプーさん」

時間：午後２時～３時３０分（開場：午後１時30分）

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）

１０月３０日

（日）

朗読　七種の会

時間：午後１時30分～３時30分

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般

定員：５０名（当日先着順）

１０月２２日

（土）

『おばけに変身！』

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

定員：２０名（当日先着順）

科学あそびの会『超能力ふりこを作ろう』

講師：原田　佐和子さん（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（※申し込み先着順）

ハロウィン工作会

１１月の予定です
（一部）

１１月３日

（木）

１０月８日

（土）

ななくさ

大人のための、楽しく聞いていただける朗読会です

１０月２９日

（土）

原作／ A・A・ミルン

アニメーション制作／ウォルト・ディズニー・プロダクション

映画会&講演会「子どもに本を～石井桃子の挑戦１・２』

講師：森英男さん（映像作家）

時間：午後１時～４時（開場：午後０時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：中学生以上

定員：８0名（※申込み先着順１０／15から受付ます）

☆託児あります（１歳～未就学児。事前申込制先着５名）
ー７ー

１０月２４日(月)～１０月２７日(木)

１０月１日(土)～１２月１日(木）

★特別整理(蔵書点検等)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。

成田図書館

西荻図書館

※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。

※西荻図書館は空調設備の改修工事および蔵書点検のため臨時休館いたします。

ただし、館内に期間を限定して臨時の予約資料の貸出・返却窓口を開設します。

臨時窓口開設期間等、詳しくは、館内掲示、ホームページ等でお知らせしています。

★「本の帯アイデア賞」作品募集のお知らせ

応募資格：区内在住・在学・在勤の小学生から18歳までの方

募集作品：その本が読みたくなるような帯広告を制作し、本にかけて提出し

　　　　　てください。

　　　　　・用紙の種類、字体、字数は自由。短い文だけでなく、写真・絵

　　　　　　などを入れてもかまいません。

　　　　　・応募作品はひとり１点、未発表のものに限ります。

　　　　　・作品は後日お返しします。

応募方法：杉並区立中央図書館へ作品をお持ちください。

　　　　　　応募用紙に氏名・学年（年齢）・学校名・郵便番号・住所・電

　　　　　　話番号・本の題名を記入してください。

　　　　　　応募用紙は、杉並区立の全図書館にあります。

　　　　　　（図書館のホームページからも、個人応募用紙のダウンロード

　　　　　　　ができます）

平成 28 年１０月１９日（水）～１１月２日（水）必着

（★西荻図書館の蔵書については、期間中は貸出・予約はできません★）
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あかちゃん
　タイム

月の予定 10
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

読書の秋の到来です！
読書週間期間中、文庫カバープレゼント

☆臨時休館
成田：10月24日(月)～10月27日(木)（蔵書点検のため）
西荻：10月１日(土)～12月１日(木）
　（改修工事、蔵書点検のため※臨時窓口が開きます）

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。

2624 2725 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。

★子ども映画会

★科学あそびの会

★ﾊﾛｳｨﾝ工作会

31
お話会

・

★朗読・七種の会

（10/27 ～ 11/9）


