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　千差万別、いろいろな職業があり、どの職業も奥が深い。一般図書での展示
ですが、児童書も含め、その道を究めた人や、その職業に就くための道すじな
どを集めます。これからの人も現役の人も先輩方も、ご覧ください。

展示期間：４/７(金)～５/７(日)
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一般

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

へのプロフェッショナル 道

世界市場と向き合い、孤軍奮闘で、家具メーカー「カンディハウス」を

世界メーカーと比肩させるまでに育てた長原實。その60年余りのクラフ

トマン人生を綴る。カンディハウスの椅子コレクションも収録。

『100年に一人の椅子職人』

編　著：川嶋 康男
新評論　2016.5
請求記号：580カ
★中央のみ　所蔵

580
カ

土屋隆夫、山田正紀、芦辺拓…。作家を志したきっかけや、新人賞受

賞までの道のりなど、デビューまでの波瀾万丈の逸話と創作論をデビ

ュー年順に収録。『ミステリーズ!』連載に書き下ろしを加えて単行本

化。

編：東京創元社編集部
東京創元社　2014.6
請求記号：910.26ト
★中央・柿木・高円寺　他８館所蔵

『私がデビューしたころ』

910
26ト

一般

世界一美しい空港に選ばれた羽田空港で清掃のプロとして働く、新津

春子。17歳のときに中国から日本へ「帰国」した彼女の半生と、清掃

の極意を描いたノンフィクション。

289
ニ

児童
『新津春子。
　　　　　　世界一のおそうじマイスター!』
著　者：若月 としこ
岩崎書店　2016.4
請求記号：596.6ア
★中央・永福・高円寺　他７館所蔵

ー3ー

一般

パラアスリートたちの背中を押したのは、扉を開けたのは、どんな人た

ちなのか。医師、理学療法士、義肢装具士など、パラアスリートの背中

を押した10人のプロフェッショナルと選手達の思いを伝える。

『希望をくれた人』

著　者：宮崎 恵理　　
協同医書出版社　2016.7
請求記号：780ミ
★中央のみ　所蔵

780
ミ

一般

栽培の基礎から、21世紀の新技術、流通、就農まで、様々なトピックで

農業の「きほん」を、図や写真を用いてわかりやすく解説。日本農業を

元気にする注目品種情報も掲載。

『図解でよくわかる農業のきほん』

監　修：堀江 武
誠文堂新光社　2015.3
請求記号：610セ
★中央・永福・柿木　他４館所蔵

610
セ

一般

没後100年、生誕150年を迎える夏目漱石。その生涯、暮らした土地

などを紹介するほか、同時代批評で読む「漱石作品」、妻の目から見た

「人間・漱石」などを収録する。

『エンサイクロペディア夏目漱石』

編　著：漱石文学研究会
洋泉社　2016.5
請求記号：910.28ナ
★中央のみ所蔵

９１０

28ナ

教科書に取り上げられるなど誰でも知っている夏目漱石。

漱石の著作本や研究本などを集めました。



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

ー５ーー４ー

展示期間：４／７(金)～５／７(日)

『日本人の「男らしさ」』

編　著　サビーネ・フリーシュトゥック

　　　　アン・ウォルソール

監　訳　長野 ひろ子

明石書店　2013.1

請求記号：３６７フ

★中央・南荻窪・成田　所蔵

漫画に出てくるさまざまなエピソードや場面から、「生きる力」を

伝える本。サバイバル編は、登場人物たちが必死に生き残ろうとす

る姿を描いた漫画を収録するほか、今日マチ子のインタビュー、コ

ラムなども掲載。

『漫画から学ぶ生きる力、サバイバル編』

監　修　宮川 総一郎

ほるぷ出版　2017.1

請求記号：児童150ホ

★中央のみ所蔵

自分らしく生きることを考える絵本第6弾。もっと調べ、学びたい

人のために、各巻の解説と資料・参考になる本を掲載する。また、

先生のために、このシリーズを使った授業実践を小学校・中学校と

もに紹介。用語解説、索引つき。

『ジェンダー・フリーの絵本　６』

編　者　田代 美江子

大月出版　200１.４

請求記号：児童３６０シ

★中央・高円寺・宮前　他７館所蔵

『恋愛結婚は

　何をもたらしたか』

　　
著　者　加藤 秀一

筑摩書房　2004.８

請求記号：Ａ（新書）

★中央・高円寺・南荻窪・高井戸　所蔵

367
フ

一般

360
シ

児童

150
ホ

児童

皆さんはどんなタイプの女性、男性が好みですか？そのイメージは
いったいいつ、どこで作られたものでしょう。男女から始まるイメージを
ちょっと疑ってみたくなる本を集めてみました。
是非、一度手に取って見て下さい。

New!
新刊ピックアップ

スキって何だろう？
～ジェンダーについて～

Ａ
保存庫

顔は、自分と社会をつなぐ接点。トクをするのは、ど

んな顔? 「目力」は魅力を支配する? アジア人は若く

見える? 顔にまつわるさまざまな疑問を、心理学で解

き明かす。

『自分の顔が好きですか？
　　　　　　　「顔の心理学」』

著　者　山口 真美

岩波書店　2016.５

請求記号：Ａ（岩波ジュニア新書）ＹＡコーナー

★中央・永福・柿木　他９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！



ー６ー

月の

催し物ご案内４杉並区立

中央図書館

生誕150年記念１６ミリ映画会「夏目漱石」

すぎやまあきら

子ども読書の日記念

「杉山亮さんのものがたりライブ』

講師：杉山 亮さん（児童書作家・おもちゃ作家）

時間：「ものがたりライブ 」午後１時３０分～

　　　「質問コーナー＆サイン会 」午後３時～４時

　　　（開場：午後１時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：小学生から大人まで（幼児入場可）

定員：８0名（※申込み先着順4／1から受付ます）

☆サイン会に自分の本を持ってきてください。

☆杉山さんへの質問をたくさん考えてきてください。

４月２９日

（土・祝）

４月２２日

（土）

場所：地下視聴覚ホール

定員：各50名（当日先着順）　（上映途中の出入り自由）

●第一部

　一般映画「漱石の世界」1980年日本

　午後２時～２時２５分（開場：午後１時30分）

●第二部

　子ども映画「坊っちゃん」198６年日本

　午後２時３０分～３時１５分（第一部から続けて上映）

脚本・監督／大島 善助

製作／共立映画社

総監督／黒川 文男

製作／日本テレビ、電通大阪支社、日本アニメーション

ー７ー

期間：４月７日(金)～５月３１日（水）
場所：１階ＣＤコーナー横特別展示コーナー

 『東日本大震災被災地図書館の写真展』

東日本大震災で被災した三陸沿岸の図書館が復興に取り組む姿
を追った写真展。
震災発生時の津波による惨状や仮設図書館建設などの写真、吸
水した図書などを修復する講習会や図書の読み聞かせをする日
本図書館協会職員の活動写真などを展示します。
貸出可能な図書も展示します。

企画
展示の
お知らせ

 『ぬいぐるみおとまりかい』

「ぬいぐるみ」を図書館におとまりさせよう。

ぬいぐるみのみなさんに図書館のお仕事を手伝って

もらいます。お仕事をしているようすを写真にとっ

て、プレゼントします。

申込期間：４月３０日（日）～５月７日（日）　

預ける期間：５月２７日（土）～６月４日（日）

対象：３さい～１６さい

定員：１５名（申込多数の場合は抽選）　

※詳しくは、館内のポスターでご確認ください。



★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

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。

日 月 火 水 木 金 土

月の予定 ４
杉並区立中央図書館の

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
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