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『考える鉛筆』

軸の形や色、太さ、芯の濃さやなめらかさなど、自分流にカスタマ

イズできるのが鉛筆の最大の魅力。自分にぴったりの鉛筆で、もの

ごとを自分らしく考えるための鉛筆使いのさまざまを紹介する。

著　　者：小日向 京
アスペクト　2012.4
請求記号：580コ
★中央・柿木・宮前・他2館

著　者：佐藤 卓
美術出版　2006.6
請求記号：757ヒ
★中央・今川

クリエイターの仕事の裏側で活躍する筆記用具達に焦点を当て、

スケッチと文章を添えて紹介する。2005年に東京銀座松屋で開

催した展覧会「デザイナーと道具」展をもとに書籍化。

『デザイナーと道具』

757
ヒ

一般

ハードカバーのノート、簡易版和綴じ、机まわりの重ね箱…。使いやす

く、美しいノートを生産しつづける、製本工房・美篶堂による文房具づ

くりのレッスン。手順を写真で丁寧に解説します。

754
ミ　

一般

580
コ　

一般

『製本工房・美篶堂とつくる文房具』

著　者：美篶堂
河出書房新社　2010.10
請求記号：754ミ
★中央・高円寺・成田・他６館

いつもなにげなく使っている文房具に関する本、活用術の
本を集めました。
今まで知らなかった文房具やあの文房具にまつわる裏話、
意外な使い方など発見してみませんか。　

展示期間：１１/５(土)～１１/３０(水)（一般展示コーナーにて関連本展示中）

文房具
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自分を隠さずにモノが言える、自分も役立つんだと感じられる、

ひとりではこんなに楽しい子育ては出来ない-。1988年に誕生

して以来、子育て支援を20年続けてきた「貝塚子育てネットワ

ークの会」の活動を紹介。

　

369
4カ

一般

910
28ミ

一般

『うちの子 よその子 みんなの子』

著　者：貝塚子育てネットワークの会
監　修：山縣文治
ミネルヴァ書房　2009.2
請求記号：369.4カ
★中央・高円寺

『宮沢賢治　雨ニモマケズという祈り』

作品を貫く世界観や言葉づかいの秘密を、自然観察者・宮澤賢

治の視点から読み解く。賢治の37年の短い生涯の舞台・岩手

を撮り続ける写真家のショットを満載。「秘められた恋」の真

実も、新証言によって明らかにする。

著　　者：重松 清／澤口たまみ／小松健一
新潮社　2011.7
請求記号：910.28ミ
★中央・柿木・高円寺　他５館所蔵

「一人で抱え込まないで」

11月は「児童虐待防止推進月間」です。子育てに悩んでいるパパ・

ママだけの問題ではなく、共に生活する地域社会全体の問題として

考えてみよう。

「宮沢賢治コレクション」
賢治が、現実の故郷・岩手の風土に立脚しながら、心のなかにまざまざと思

いえがいていた夢の世界（イーハトーブ）を感じてみませんか。

展示期間：１１/５(土)～１１/３０(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

生誕 120 年

～児童虐待防止推進月間～
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猫を13匹殺して、その首をビルの屋上から投げ落とした

あと、自らもダイブすれば異世界にいくことができる-そ

んな都市伝説が小6の野依の耳に届いたころ、猫殺しの

事件が起きる。犯人さがしをする野依の前に現れたのは

…?

『少年Nの長い長い旅　01』

著　者　石川 宏千花　

講談社　2016.9

請求記号：児童９１３イ

★中央・高円寺・南荻窪　他４館所蔵

くろグミ団の子どもたちは、甘いお菓子より、なぞの事件

が大好き! 遺言状のなぞかけ、奇妙な犬どろぼう…。くろ

グミ団の子どもたちといっしょに、絵をじっくり見ながら

4つの事件を解決しよう!

『くろグミ団は名探偵  石弓の呪い』

作・絵　ユリアン・プレス

岩波書店　2016.8

請求記号：児童940フ

★中央・永福・柿木　他９館所蔵

これまでに単行本に収録されたことのない現代作品を中

心に編集した作品集。1は、未発表原稿「霧の夜の出来

事」のほか、児童誌以外に発表されたものと、戦前のエ

ッセイを集成。

『横溝正史探偵小説選　1』

著　者　横溝 正史

論創社　2008.8

請求記号：913.6ロ

★中央のみ所蔵

最近出版された本

名探偵・明智小五郎とともに、宿敵怪人二十面相を見事

とらえた少年探偵団。彼らの前に、今度は「黒い魔物」

が立ちはだかる。少年探偵団、最大のピンチ! 日本ミス

テリーの金字塔、江戸川乱歩の傑作。

『少年探偵団』

作　江戸川 乱歩

講談社　2016.1

請求記号：児童913エ

★中央・永福・柿木　他５館所蔵

913
エ

児童

913
6ロ

一般

彼らのパソコン通信をのぞき見る謎のドクター・クロノス

にふりまわされる電子探偵団員たち。とくに今回は、ダイ

がある一味の餌食に。結末は「天国と地獄パズル」で感動

的にハッピーエンド。

『パスワードに気をつけて』

著　者　松原 秀行

講談社　1997.4

請求記号：児童913マ

★中央・永福・高円寺　他９館所蔵

王室のダイヤモンドが盗まれた。ホームズはおばあさんに

変装して、あやしいシルビアス伯爵を尾行するが…。「マ

ザリンの宝石事件」ほか、「有名な依頼人」を収録。「コ

ナン・ドイル物語」も掲載。

『シャーロック・ホームズ　01』

著　者　コナン・ドイル

岩崎書店　2011.３

請求記号：児童9３０ト

★中央・下井草　所蔵

児童

930
ト

児童

913
マ

児童

913
イ

児童

940
フ

展示期間：１１／５(土)～１１／３０(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。

ミステリー
「宮部みゆき」「湊かなえ」「アガサクリスティ」「江戸川乱歩」色々なミステリー

作家を集めてみました。ぜひ、あなたにぴったりな一冊を探してみませんか。

New!
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月の

催し物ご案内11
杉並区立

中央図書館

大人のための読み語り～藤沢周平、平岩弓枝ほか２編の朗読～

語り：読み語り「やよいの会」　場所：地下視聴覚ホール　

時間：午後２時～３時３０分　(開場：１時４５分）

定員：４０名 （当日先着順）

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。

１１月１６日

（水）

聞いて楽しむ　お話の会

開場：午後２時１５分

１部　午後２時３０分～3時（幼児～小学校低学年向け）

２部　午後３時１０分～4時（小学校中学年～大人向け）

場所：地下視聴覚ホール　定員：６０名（当日先着順）

共催：杉並おはなしの会『三つのりんご』・杉並教育委員会

１１月６日

（日）
昔話の語りと絵本の読み聞かせ。子どもから大人まで楽しんでいただけます。

１６ミリ映画会
「セロひきのゴーシュ」

時間：午後２時～３時５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）

１１月１２日

（土） 宮沢賢治生誕 120 年記念特集
ほか

「子どもに本をー石井桃子の挑戦」１１月３日

（木・祝日）

石井桃子さんの映画会

監督・森英男氏の解説付き

※定員になりましたので、 申込みは終了いたしました

時間：午後１時～４時（開場：１２時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

１１月２０日

（日）

石井桃子さんの写真パネルや著作

などを展示しています。

１１月３０日（水）まで

場所：１階ＣＤコーナー横

特別展示コーナー

★企画展示のお知らせ★
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１１月７日(月)～１１月１０日(木)

１１月１４日(月)～１１月１８日(金)

１０月１日(土)～１２月１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。

今　川図書館

高井戸図書館

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及び蔵書点検のため、長期臨時休館して
おります。ただし、館内臨時窓口（期間が限定されています）にて、予約資料
の貸出・返却はご利用いただけます。
臨時窓口の開設期間等、詳しくは、館内掲示、ホームページ等でご確認ください。

「日本語の中の女性差別」

講師：遠藤 織枝 さん（元文教大学大学院教授）

時間：午後１時３０分～４時（開場：午後１時）

場所：地下視聴覚ホール　対象：一般

定員：６０名（当日先着順）

主催：杉並女性団体連絡会　後援：杉並教育委員会

問合せ：03‐3311‐7154(小井)

１１月２３日

（水）

杉女連サロン

～” イザナミ” から” ギャル” まで～

「食べものとまちづくり」
講師：アン・マクナイト 先生（白百合女子大学文学部准教授）

時間：午後２時～４時（開場：午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール　対象：一般

定員：６０名（当日先着順）

共催：白百合女子大学言語・文学研究センター

ロサンゼルスから学ぶ

mzh@jcom.home.ne.jp

「くちびるに歌を」バリアフリー映画会

聴覚や視覚に不自由のある方や高齢者の方でも一緒に楽しめるように、

字幕や音声解説が付いた作品です。

１１月２６日

（土）

１２月３日

（土）

来月の予定です！

時間：午後2時～４時15分　場所：地下視聴覚ホール

定員：７０名（申込み順）※11/15（水）より受付

（★西荻図書館の蔵書については、休館中は貸出できません★）
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お話会
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・

・30 ・

・

29

あかちゃん
　タイム

お話会

月の予定  11
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

★読み語り ★講演会（杉女連サロン）

★秋の特別お話会

★あかちゃんお話会

お話会
★一般映画会

秋も深まってきました。読書に、お散歩に、
ぜひ図書館へお出かけください。


