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元気があれば何でもできる、と信じていた22歳の悦子は、大学を卒

業し、無職のまま新年度を迎えた。アルバイトの合否連絡を待って

いると、おばさんから電話で図書館の仕事を紹介される。そこは、

不思議な噂の立つ図書館で…。

『図書館ホスピタル』

著　者：三荻 せんや
河出書房　2016.7
請求記号：ミ354
★中央・高円寺・南荻窪　他3館所蔵

1Kなのに玄関が2つ。浴槽をまたいだ先にトイレ。キッチンだけが外…。

一目見て笑えるものから、ジワジワこみ上げてくるものまで、実在する「お

かしな間取り図」を収録。日本と海外のユニークすぎる住宅も写真で紹介す

る。

著者　おかしな間取り研究班
宝島社　2014.6
請求記号：527オ
★中央のみ所蔵

『おかしな間取り図鑑』

527
オ

一般

ミ354
一般

展示期間：３/２(金)～４/５(水)

ー２ー

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

毎年恒例、私たち図書館員がおすすめする本の展示を行います。
図書館で働いてる私たちはいったいどんな本を読んでいるのか…今年も
選りすぐりの本たちを皆様に紹介します。

ピンクは幸せの色-。服、小物、メーク、インテリア、呼吸法…。幸せな

女性になれる「ピンクの効用」をカラー写真とともにわかりやすく解説

する。

著　者：野村 順一
写　真：中村 充
文藝春秋　2008.3
請求記号：757ノ
★中央・宮前のみ所蔵

757
ノ

一般 『ピンクの秘密』
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EC
児童

自分のニセモノになってもらおうと、ロボットに自分について教え始め

たぼくは…。自分を知るってめんどうだけど、おもしろい! 「りんごかも

しれない」に続く、ヨシタケシンスケの発想えほん第2弾。見返しに絵

あり。　　　

著　者：ヨシタケ シンスケ
ブロンズ新社　2014.9
請求記号：EC（えほんちゃいろ）
★中央・永福・柿木　他11館所蔵

『ぼくのニセモノをつくるには』

1967年に小学館に入社した著者は、学年誌を皮切りに、童話・子ども

百科・文芸書の編集者として手腕を発揮するが、児童文学者としても活

躍の場を広げてゆく-。戦後の子どもの遊びから、学年誌、児童文学を語

る。

著　者：野上 暁
論創社　2015.8
請求記号：023ノ
★中央・今川のみ所蔵

023
ノ

一般 『小学館の学年誌と児童書』

人生を阻むトラウマ、それは「親の支配」。いつも損な役回りをしてし

まう、他人がうらやましくて仕方がない…。その正体は、子ども時代の

心の傷。心を癒し、希望のある人生を切り開く方法を具体的にアドバイ

スする。

著　者：ダン・ニューハース
　　訳：玉置 悟
講談社　2008.1
請求記号：369.4ニ
★中央・阿佐谷・南荻窪のみ所蔵

369
4ニ

一般 『不幸にする親～人生を奪われる子供～』



ー５ーー４ー

展示期間：３／３(金)～４／５(水)

ラクダ、ボート、電話ボックス、駅、ホテル、個人宅、

庭、公園、海辺…。本さえあれば、そこは図書館になる! 

バラエティあふれる世界の個性派ライブラリーを写真で

紹介しています。

『世界の不思議な図書館』

編　者　アレックス・ジョンソン

訳　　　北川 玲

創元社　2016.4

請求記号：010シ

★中央・高円寺・宮前　他６館所蔵　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安房直子が語る、異界のものとの恋と、その結末-。表題作を

はじめ、「熊の火」「火影の夢」「あざみ野」「青い糸」な

ど全7編を収録した、甘く幻想的な短編集。

『銀のくじゃく』

安房 直子/作

高橋 和枝/絵

偕成社　2017.2

請求記号：913ア

★中央・永福・宮前　他３館所蔵

Ａ
保存庫

Ａ
保存庫

規制緩和政策の下で巨大スーパーや量販店が都市郊外に続々進出、商

店街の衰退が著しい日本に対し、米国では、大型店の功罪をめぐる論

争や自治体による規制が活発化している。両国の実情を通して、今後

のまちづくりを考える。

『大型店とまちづくり
　　規制進むアメリカ,模索する日本』

『お遍路入門』

著　者　矢作 弘

悠書館　2005.7

請求記号：A//

（岩波新書　新赤版960）

★中央・永福・柿木　他７館所蔵

著　者　加賀山 耕一

筑摩書房　2003.4

請求記号：A//

（ちくま新書　407）

★中央・高円寺・南荻窪　所蔵

010
シ

一般

913
ア

児童

New!
新刊ピックアップ

今読んでも内容として古くない･･･と思われる、保存庫にある新書と、過去の銘シ

リーズである保育社のカラーブックスを、無作為に集めてみました。

ア・ラカルト
Feat.カラー・ブックス

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

Ａ
保存庫

『観念論ってなに?』
著　者　富田 恭彦

講談社　2004.11

請求記号：A//

（講談社現代新書　1758）

★中央・永福・高円寺　

他３館所蔵

いま、この本
ヤングアダルトむけのオススメ本冊子『いま、この本2016-2017』。
どんな本を読んだらいいか迷ったら、ちょっと開いてみてください。中央
図書館からYA世代へ向けたメッセージが込められています。YA棚ものぞ
いてみて！



月の

催し物ご案内 ３杉並区立

中央図書館

「大人のためのおはなし会」

マザーグースの会

３月４日

（土）

時間：午前１０時～１１時３０分（開場：午前９時４５分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：６０名（先着順）（高校生以上どなたでも）
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３月４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２」

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：どなたでもご参加できます

定員：50名（当日先着順）※上映途中の出入り自由

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

「冒険」「信頼」ほか　1989 年作品

認知症介護体験の「介護のつらさを笑いに変えていく」ドキュメンタリー映画です。

３月１日

（水） 講師：ケア２４荻窪職員※講座終了後サポーターの証

　　　　　　　　　　　　「オレンジリング」を差し上げます

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）

講演会

第２回「認知症サポーター養成講座」

３月１１日

（土） 監督：荻久保則男

時間：午後1時３０分～３時

場所：地下視聴覚ホール

対象：どなたでもご参加できます

定員：５０名（★事前申込制）

認知症に関する映画上映会

第３回『田辺鶴瑛の「介護講談」』

展示コーナーにて

関連本展示中です！

ー７ー

「ぐるーぷあじさい」
朗読会

３月1８日

（土）

時間：午後２時～４時２０分（開場：午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～中学生とその保護者の方

　　（大人のみの参加はできません）

定員：５０名（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。

３月１５日

（水）

親子映画会　映画で世界一周！～ギリシャ編～

『パーシ—・ジャクソンとオリンポスの神々』

３月２５日

（土）

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：どなたでも

定員：４０名（当日先着順）

いろいろな「母親」が登場するお話を集めました。朗読による小説の世界を楽しんで

ください。99 のなみだより「寒い夜のピザ」、江國香織作品ほかを朗読します。

ちいさなひとのえいががっこう主催の親子映画会。日本語吹替えで上映します。

また、特別講師をお呼びしてギリシャについてのお話を伺います。

～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 PartⅡ』

　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。

今回は荻窪こどもセンターからのおはなしもあります



日 月 火 水 木 金 土

月の予定 ３
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

暖かくなってきましたね。
春はもうそこ！

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、７ページをご覧ください。

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。
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