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プレゼンで、スピーチで、会議で…評価は「話し方」で決まる! 46カ国

で4000回を超すプレゼンテーションを行い500万人に話をしてきた著

者が、いかなる状況でも人を動かす話し方ができるようになる方法を解

説する。

『ブライアン・トレーシーの話し方入門』

著　者：ブライアン・トレーシー
日本実業出版社　2008.7
請求記号：809ト
★中央のみ　所蔵

596
6ア

一般

丸パンやバンズパンなどのベーシックパンから、基本のパン生地+フ

ルーツ・野菜・木の実・甘味・惣菜で作るバラエティーパン、お花見

やクリスマスなどの季節行事にぴったりなお楽しみパンまで、作り方

の秘訣を詳しく教えます!

『おいしい*楽しいはじめての手作りパン』

著　者：浅野 真理
成美堂出版　2006.10
請求記号：596.6ア
★中央・永福・柿木　他４館所蔵

農業をはじめる前に知りたいことから、作物別のはじめ方、農薬、農

業経営、農産物販売などはじめた後に気になることまで、就農に関す

る最新情報を完全網羅。

監　修：齋藤 訓之
成美堂出版　2010.7
請求記号：611セ
★中央・高円寺・成田　他４館所蔵

『農業をはじめたい人の本』

611
セ

一般

思い立ったらやってみよう！
何かやり残したこと、やりたいと思っていたことはありませんか？そんな
あなたのために、たくさんの初心者・入門向けの本を集めました。
さあ、今日から始めましょう！

展示期間：１/６(金)～２/１(水)

ー２ー

809
ト

一般

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

入門シリーズ
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『できることをしよう。ぼくらが震災後に考えたこと』 

著　者：糸井 重里／ほぼ日刊イトイ新聞
新潮社　2011.12
請求記号：369.3イ
★中央・柿木・高円寺　他６館所蔵

一般

369
3イ

まず、忘れないことならできる。少し分け合うことだってでき

ると思う-。『ほぼ日刊イトイ新聞』に掲載され、熱い感動の渦

を巻き起こした「震災関連」コンテンツ6編と、糸井重里語り

下ろしロングインタビューを収録。

1月15日～21日は「防災とボランティア週間」です。東日本大震災や熊本地
震のときにも、多くのボランティア活動が被災者を支える大きな力となりまし
た。首都直下型地震の確率が高まるなか、今一度「防災とボランティア」につ
いて考えてみよう。

防災とボランティアについて考える

展示期間：１/６(金)～２/１(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

～防災とボランティア週間～

『帰宅難民なう。』 

著　者：,難民Ａ
北辰堂出版　2011.5
請求記号：369.3ナ
★中央・柿木　所蔵

一般

369
3ナ

東日本大震災の発生により、帰宅難民で溢れ返った2011年3月11

日の東京。当時の混乱を振り返り、帰宅困難時に必要だった物、や

っておくべき事、やってはいけない事などを実際の体験を踏まえて

解説します。
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展示期間：１／６(金)～２／１(水)

千年狐の化身・妲己に惑わされ、忠臣たちや妻・姜皇后まで殺して

しまう商王朝31代目紂王。乱心した王に反旗を翻し、西泊侯・姫

昌は立ち上がる…。ルビとイラストを施した、わかりやすい戦記フ

ァンタジー。

『封神演義　上　妖姫乱国の巻』

著　者　許 仲琳

編　訳　渡辺 仙州

絵　佐竹 美保

偕成社　1998.11

請求記号：児童920キ

★中央・永福・柿木　他10館所蔵　　

オーエンと名乗るなぞの人物に招待された年齢も職業も

ばらばらの10人の男女が孤島の邸宅に集まったとき、お

そるべき殺人ゲームの幕が開いた。一人、また一人…客

たちが次々と犠牲となってゆく。最後に生き残るのは…

?

『そして誰もいなくなった』

著　者　アガサ・クリスティー

訳　青木 久恵

早川書房　2007.12

請求記号：児童930ク

★中央・永福・成田　他６館所蔵

三島由宇は若葉小学校児童会の副会長にして、5年2組の学級委

員。由宇は、政治家であるおじいちゃんの選挙運動を手伝う特

別な春休みを過ごすことに…。政治と選挙がわかる物語。『毎

日小学生新聞』連載を改題し、加筆・修正。

『三島由宇、当選確実！』

著　者　まはら 三桃

講談社　2016.11

請求記号：児童913マ

★中央・宮前・西荻 他４館所蔵

南北戦争後のボルチモアで、社会的にも経済的にも人に羨まれるよ

うな地位にあるバトン夫人が産んだのは「老人」だった…。老人の

姿で生まれ、若返っていった男の、哀しくも美しい物語。

ブラッド・ピット主演の同名映画の原作。

『ベンジャミン・バトン～数奇な人生～』

著　者　　スコット・フィッツジェラルド

訳　都甲 幸治

イースト・プレス　2009.1

請求記号：933フ

★中央・柿木・高円寺・宮前　所蔵

異形の怪人エリックは、愛する歌姫クリスティーヌに秘密

の特訓を施して鮮烈なデビューをさせる一方、邪魔者には

残忍な手を使うことも厭わない。とうとうクリスティーヌ

を誘拐し、追っ手を手玉にとったが…。

『オペラ座の怪人』

著　者　ガストン・ルルー

訳　平岡 敦

光文社　2013.7

請求記号：BＲル

★中央・永福・柿木　他６館所蔵

933
フ

一般

BR
ル

一般

920
キ

児童

930
ク

児童いまいち活字をながめるのは苦手…。そんなあなたも、好きな作品の原
作や小説版だったら読んでみたくなるかも？マンガ・ゲームからドラマ
や映画、ミュージカルまで、いろいろな作品の小説を集めてみました。
　　　　

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１杉並区立

中央図書館

１月１８日

（水）

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。

１月２８日

（土）

日本アニメーション１００周年記念１６ミリ映画会

「グリックの冒険」

「ガンバと７匹のなかま 冒険者たち」

時間：午後１時～３時４０分（開場：午後０時３０分）

　●「グリックの冒険」午後１時～２時２５分

　●「ガンバと７匹のなかま冒険者たち」午後２時３５分～３時４０分

　（上映途中の出入り自由）

原作：斎藤 惇夫

場所：地下視聴覚ホール　定員：５０名（先着順）

「第１３回すぎなみ　本の帯アイデア賞」
　　　　　　　　　　　　　入賞作品を展示します！

1981 年日本　監督 /西牧秀夫　制作 /スタジオ古留美

特別
展示の
お知らせ

１月１６日（月）～１月２２日（日）

「お気に入りの一冊に帯をかけて、家族や友だちにすすめてみよう！」という
図書館からの呼びかけで始まった「すぎなみ本の帯アイデア賞」は、今回もた
くさんの応募をいただきました。
　小学生、中学生の力作648点の中から、「本の帯アイデア大賞」「本の帯コ
ピー賞」「本の帯ビジュアル賞」「審査会長特別賞」「アイデア賞」に20点
のすばらしい帯作品が選ばれました。
　楽しい入賞作品を展示しています。ぜひご覧ください。

場所：１階ＣＤコーナー横　特別展示コーナー

1984 年日本　監督 /出崎　統　制作 /東京ムービー新社

ー７ー

期間：１２月３日(土)～１月１４日（土）
場所：１階ＣＤコーナー横特別展示コーナー

 『近藤富枝　追悼展』

　昨年７月、荻窪在住の作家・近藤富枝さんが93歳で逝去されました。

　ＮＨＫのアナウンサーを経て婦人雑誌のルポライターとして活躍された後

「本郷菊富士ホテル」「きもので読む源氏物語」など多くの著作を残し、そ

の半生をモデルとした連続テレビ小説「本日も晴天なり」（1981年放送・

主演：原日出子）も制作されました。

　また、長年にわたり杉並区郷土博物館運営協議会委員として携わるなど、

杉並区政にも大変ご尽力いただきました。

　中央図書館では、ご遺族の全面的なご協力のもと、貴重な自筆原稿・写真

や著書などを展示します。

１月２３日(月)～１月２６日(木)

２月１３日(月)～２月１７日(金）

★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。

高円寺図書館

※中央図書館

※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



お話会

お話会

お話会

お話会

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

22

17 19 2018 211615

９ 10 12 1311 14
お話会

29

23 24 25 26 27 28

あかちゃん
　タイム

お話会

お話会
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２１

８

７３ ４ ５

 ・

月の予定 １
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

本年も、どうぞよろしく
お願いいたします

☆臨時休館
高円寺：１月23日(月)～1月26日(木)
※中央：２月13日(月)～2月17日(金)

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。

★赤ちゃんおはなし会

６

★子ども映画会


