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70・80年代の女性
認知症について考える
生誕150年　知の巨人・南方熊楠
戦国時代
新刊ピックアップ



７０年・８０年代に活躍した女性たち７０年・８０年代に活躍した女性たち

ユーミンの歌とは女の業の肯定である-。デビューアルバムからバブル期ま

で、ユーミンの時代を振り返り、女性と世の中の変化を検証する。『小説現

代』連載「文学としてのユーミン」を改題、大幅に加筆して書籍化。

『ユーミンの罪』

著　者：酒井 順子
講談社現代新書　2013.11
請求記号：Ａ
★中央・永福・高円寺　他６館　所蔵

時は昭和30年代。銀幕にひしめく石原裕次郎、小林旭、美空ひばり、

燦めくようなスターたち。「浅丘ルリ子」としてデビューした少女の、

めくるめく恋の日々が始まった-。自分を生きた女優の半生を描く、一

大ロマン小説。

　

『ＲＵＲＩＫＯ』

著　者：林 真理子
角川書店　2008.5
請求記号：ハ080
★中央・永福・柿木　他８館所蔵

森茉莉を知らないあなたに、森茉莉を誰よりよく知るあなたに、「書くこと

に対して天使のように従順だった」一人の作家を伝えるために…。手紙魔だ

った作家・森茉莉に宛てた、48通のラブレター。

著　者：早川 茉莉
筑摩書房　2007.9
請求記号：910.28モ
★中央・宮前・阿佐谷・今川所蔵

『森茉莉かぶれ』

910
28モ

一般

７０年・８０年代、作家・女優・ミュージシャンにかかわらず、華やかに、
美しく、時には退廃的な雰囲気を身にまとい激しい情熱で時代を彩ってきた
日本の女性たちをご紹介します。　　　　　　　

展示期間：２/３(金)～３/１(水)

ー２ー

Ａ
一般・新書

ハ080
一般

ー3ー

『ぜんぶわかる認知症の事典 4大認知症をわかりやすくビジュアル解説』 

監　修：河野 和彦
成美堂出版 　2016.4
請求記号：493.7セ
★中央・永福・高円寺　他５館所蔵

一般

493
7セ

アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知

症、前頭側頭葉変性症の4大認知症の症状、検査・診断から最

新治療までを網羅。精密なイラスト+詳しい解説でわかりやすく

紹介する。

６５歳以上の認知症患者数が、２０２５年には７００万人を超えるとも言われています。
最近では認知症保険などもありますが、介護にはどれ位の経費を必要とするのでしょうか、
また、災害や交通事故などから守るためにはどうしたらいいのでしょうか。
認知症について理解を深め、社会的問題であると同時に身近な地域解決課題として考えてみ
ましょう。

日本の博物学者、生物学者、民俗学者。柳田國男をして「日本人の可能性の限界」と言わし
め、昭和天皇も歌に詠んだ南方熊楠とはどのような人物だったのでしょうか。
南方熊楠の著作本や研究本などを集めました。

認知症について考える

展示期間：２/３(金)～３/１(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

『南方熊楠菌類図譜』 

著　者：南方 熊楠
解　説：萩原 博光
編　集：ワタリウム美術館
新潮社　2007.9
請求記号：474ミ
★中央・柿木・高円寺・宮前　所蔵

一般

474
ミ

鬼才にして奇人、世界にその名を知られた博物学者が、熊野の森で

40年間をかけて描き続けた執念のライフワークから120枚を厳選

し、「菌類図譜」研究の第一人者、国立科学博物館の萩原博光博士

の解説とともに収録。

南方熊楠知の巨人・
生誕１５０年



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

ー５ーー４ー

展示期間：２／３(金)～３／１(水)

時は乱世。天下統一を目指す秀吉の軍勢が唯一、落とせない城があ

った。武州・忍城。城主・成田長親は領民から「のぼう様」と呼ば

れ泰然としている男だった…。智も仁も勇もないが人間臭い魅力で

衆人を惹きつける英傑像を描く。

『のぼうの城』

著　者　和田 竜

小学館　2007.12

請求記号：ワ098

★中央・永福・柿木　他11館所蔵

監修　小和田 哲男

池田書店　2011.9

請求記号　521イ

★中央・西荻・南荻窪　他３館所蔵

モテる。自信がつく。人間関係がうまくいく! 筋トレと正しい

栄養学を普及させることをライフワークとする著者が、日常の

悩みを熱い筋肉魂で解決する。著者推奨のトレーニング方法を

収めた動画QRコード付き。

『人生の99.9%の問題は、
                        筋トレで解決できる!』

著　者　Testosterone

主婦と生活社　2017.1

請求記号：780テ

★中央・柿木　所蔵

室町時代後期に起きた応仁・文明の乱から大坂夏の陣までの間に活

躍した戦国武将55人を取り上げて、活躍した年代順に配置しそれ

ぞれの生涯を紹介する。活躍のポイントに注目した、関連する図版

や写真も掲載。

『戦国武将５５』

監　修　清水 昇

講談社　2011.9

請求記号：児童210コ

★中央・永福・高円寺　他８館所蔵

完成から3年後、なぞの炎上で「まぼろし」となってしまった安土城

は、日本のどこの城よりも美しく贅沢な、新しい構造の城だった。

研究、発掘調査、ヴァチカンへの探索などで、安土城の真のすがたを

明らかにする。

『信長とまぼろしの安土城』

著　者　国松 俊英

文溪堂　2008.2

請求記号：児童210ク

★中央・高円寺・成田　他４館所蔵

210
コ

児童

210
ク

児童

国宝や重文指定の現存12天守、決死の籠城戦が繰り広げられた城、

人気戦国武将の本拠地となった城…。戦国武将のドラマとともに、

城めぐりのコツ、アクセス情報などを紹介。

『歴史を訪ねる城の見方・楽しみ方』

521
イ

一般

780
テ

一般

ワ098
一般

室町時代の終わりに織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達正宗、真田幸
村など数多くの戦国武将たちが天下統一を目指して戦いました。武将た
ちやそれを取り巻く人たち、残した文化に関する本を集めました。
歴史通もにわかファンも、ぜひご覧ください。　　　　

新刊ピックアップ



ー６ー

月の

催し物ご案内２杉並区立

中央図書館

２月２３日

（木） 講師：丹生谷 晃代先生（ひまわりメンタルクリニック院長）

時間：午後1時３０分～３時

場所：地下視聴覚ホール

対象：区内在住・在勤・在学の方

定員：５０名（★事前申込制）※２月１日より受付中

大人のための読み語り　やよいの会

時間：午後２時～３時３０分（開場：午後１時４５分）

場所：地下視聴覚ホール

内容：「楢山節考（深沢七郎）」「仙人（芥川龍之介）」他１篇

対象：一般

定員：４０名（当日先着順）

２月２６日

（日）

科学あそびの会『ニワトリと虫』（磁石をつかった遊び）

時間：午後２時～午後４時

場所：地下視聴覚ホール

対象：児童

定員：２０名（★事前申込制）

２月２５日

（土）

日本アニメーション１００周年記念１６ミリ映画会

「ジャングル大帝・パート１」

講演会

第１回「認知症を理解する」

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：どなたでも

定員：50名（当日先着順）

（「ジャングル大帝・パート２」は３月４日(土)上映予定）

２月１１日

（土）
原作／手塚治虫　監督／宇井 孝司　アニメーション制作／手塚プロダクション

「誕生」「約束」ほか　1989 年作品

にぶや

※３回連続で開催します。（３/１「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座」、３/１１「映画会」）

　単独回の参加も可。詳しくはＨＰ、館内掲示をご覧ください

ー７ー

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。

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。

～この一筋につながる～

特別
展示の
お知らせ

期間：２月３日(金)～４月５日（水）
場所：特別展示コーナー（１階ＣＤｺｰﾅｰ）

 『近藤富枝　追悼展』

　平成２８年７月２４日に亡くなられた、荻窪在住の作家・近藤富枝さんの

貴重な自筆原稿・絶筆となった雑誌・王朝継ぎ紙（本人制作）・十二単（部

分）・眼鏡などの遺品の数々・幼少期からの写真をはじめ、

　全ての著作（随筆などは除く）を一堂に集めた展示の第２弾です。



お話会

お話会 16ミリ映画会

講演会

大人のための読み語り

科学あそびの会お話会

お話会

あかちゃん
　タイム
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お話会
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あかちゃん
　タイム

お話会

日 月 火 水 木 金 土

・・

５

４・ １ ２

 ・

月の予定 ２
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

☆臨時休館
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。

・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。

３

中央図書館は、蔵書点検のための
休館日があります！

あかちゃん
　タイム

お話会


