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春の杉並自殺予防月間
生誕１５０年正岡子規
猫とのくらし
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悪性の脳腫瘍で亡くなった6歳の少女エレナ。

悲しみの中、両親はエレナが生前、家のあちこちに手紙を隠していたことに

気づく。それは両親や妹に愛を伝えるものだった…。感動の実話。

『パパ、ママ、あいしてる』

著　者：ブルック・デザリック
　　　　キース・デザリック
訳　者：青山 陽子
早川書房　2010.3
請求記号：936テ
★中央・成田所蔵

936
テ

一般

苦しいときに勇気を与えてくれた言葉、人生の岐路で指針となった言葉、

さりげないけれどこころ揺さぶられた言葉-。いつまでも忘れられないひ

と言をめぐるエピソードを、各界で活躍中の52人がつづる。

『こころに響いた、あのひと言』

編　者：「いいひとに会う」編集部
岩波書店　2010.2
請求記号：914.7イイ
★中央・南荻窪・下井草　他２館所蔵

ひな人形は毎年きっちり片付けてます。なのにどうしてなんでしょう、神様…。

手塚治虫文化賞受賞の一コマ連載に、私生活ダダ漏れのエッセイを加えた、

すべて実話の一冊。背筋も凍る三十路コミック「妙齢おねいさん道」も収録。

著　者：伊藤 理佐
文藝春秋　2007.1
請求記号：914.7イト
★中央・宮前・阿佐谷・方南所蔵

『おんなの窓』
914
7イト

一般

ほんとうにあった「こわい」お話、ではなくノンフィクションのお話。
ちょっとほんわかする、心があったまる本を集めました。
ほっと一息つきたい時などのお供に読んでみて下さい。

展示期間：５/９(火)～５/３１(水)

ー２ー

914
7イイ

一般

ほんとうにあった話、

　こころが温まる話

ー3ー

『生きる[第一章] わたしたちの思い』 

著　者：谷川俊太郎with friends
角川SSコミュニケーションズ 　2008.8
請求記号：911.56タ
★中央・柿木・高円寺　他6館所蔵

一般

911
56タ

谷川俊太郎の詩「生きる」にちなんで、それぞれの「生きる」

をつなげてひとつの詩をつくる-。『mixi』の谷川俊太郎コミュ

ニティの投稿から生まれた、泣きたくなるほど優しい本。谷川

俊太郎と投稿者らの座談会も収録。

5月は「杉並区自殺予防月間」です。
杉並区立ではこのテーマで資料展示をしています。

俳句、短歌、小説など多方面に活躍した
正岡子規の著作や、研究書を展示します。

春の杉並区自殺予防月間

展示期間：５/９(火)～５/３１(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

『正岡子規　俳句短歌革新の日本近代』 

KAWADE道の手帖
河出書房新社　2010.10
請求記号：911.36マ
★中央・永福・高円寺　他7館所蔵

一般

911
36マ

日本の詩歌史を大きく変えた正岡子規。夏目漱石ら7名によるエッ

セイをはじめ、その俳句、短歌、句論歌論を紹介。子規本人の紀行

文、岡井隆×平出隆の特別対談も収録。

生誕１５０年正岡子規



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：５／９(火)～５／３１(水)

「さあ、行こう。これは僕らの最後の旅だ」 秘密を抱いた青年と1匹

の相棒が見る美しい景色、出会う懐かしい人々。その旅の行方は…。

現代最強のストーリーテラーによる、青年と猫のロードノベル。

『旅猫リポート』

著　者　有川 浩 

文藝春秋　 2012.11

請求記号：ア315

★中央・永福・柿木　他14館所蔵

写真・文　伊原 美代子

リトルモア　2011.10

請求記号　748イ

★中央・柿木・今川　所蔵

ある時から学校へ来なくなった大林くんに、クラス全員で手紙を

書いた。適当に「作文」してしまったことを後悔した文香は、一

行だけのウソのない手紙を出すことにして…。

『大林くんへの手紙』

著　者　せいの あつこ

PHP研究所　2017.4

請求記号：913セ

★中央・西荻・今川　所蔵

4年前、ひょんなことから角田家にやってきたアメショーのトト。

人生にはじめてかかわった猫は、慎重でさみしがり屋で、辛抱づよ

く、運動音痴-。愛猫との暮らしを写真もふんだんに交えて綴る。

『本の旅人』連載を単行本化。

『今日も一日きみを見てた』

著　者　角田 光代

KADOKAWA　2015.1

請求記号：914.7カク

★中央・柿木・高円寺　他８館所蔵

2003年、里親探しサイトで出会ったガリガリの仔猫・まこ。人間不

信だった仔猫時代から、ふくふくと幸せになるまでを、飼い主のあた

たかいコメントとともに紹介する。思わず笑える10年間の物語。

『まこという名の不思議顔の猫
　　　　　　　　　　　　　まこづくしの総集編』
　　 著　者　前田 敬子　岡 優太郎

KADOKAWA　2013.12

請求記号：645マ

★中央のみ所蔵

914
7ｶｸ

一般

645
マ

一般

家の納屋で、みさおおばあちゃんは左右の瞳の色が違う子猫と出会

い、「ふくまる」と名付けました。気がつくと、ふくまると出会っ

て8年経っていました…。いつも見つめ合い、お互いを感じ合って

いる1人と1匹の写真集。

『みさおとふくまる』

748
イ

一般

913
セ

児童

ア315
一般

猫と共に生活をしている人たちの本を揃えました。人間と猫の絆の深さに温かい気持ちにな
ることと思います。猫が苦手だという方も手に取って下さい。人気の秘密がわかるかも。

新刊ピックアップnew
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月の

催し物ご案内５杉並区立

中央図書館

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

講座　知の散歩道　『津島佑子の世界』

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール

対象：一般　定員：60名（当日先着順）

申込は不要です。直接会場へお越しください。

５月２０日

（土） 父（太宰治）の自殺という重荷をばねに、小説の可能性を追求
した津島佑子。その文学の魅力を探ります。

大人のための読み語り

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

対象：一般　定員：40（当日先着順）　

申込は不要です。直接会場へお越しください。

５月２８日

（日） 「やよいの会」による朗読会を開催します。
三浦哲郎、森絵都作品ほか 1編を朗読します。

ー７ー

１６ミリ子ども映画会『忍たま乱太郎』

時間：午後１時30分～２時45分

場所：地下視聴覚ホール　申込不要

定員：50名（当日先着順・途中出入り可）

５月６日

（土）

おはなしめいろ

時間：午後１時３０分～２時３０分

場所：地下視聴覚ホール　申込不要

５月７日

（日）

あおぞらおはなし会

時間：午前11時～（30分）

場所：読書の森公園（雨天の場合地下視聴覚ホール）

申込不要

５月１３日

（土）

ちいさなひとのえいががっこう　親子映画会　
映画で世界一周！～アメリカ編

『はらぺこあおむし』

時間：午後２時～４時（開場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）

５月２７日

（土）

５月の児童向けイベント
詳しくは『なかよしつうしん５月号』
または館内掲示でお知らせしています。

あかちゃんおはなし会

時間：午前１１時～（約30分）

場所：地下視聴覚ホール　申込み不要

５月１７日

（水）



月の予定 ５
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

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

・ 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 ・ ・ ・

お話会

おはなしめいろ

お話会

お話会

お話会

お話会

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 あかちゃん

おはなしかい

青空
おはなし会

あかちゃん
タイム

あかちゃん
タイム

ゴールデンウィークも
やっぱり図書館。みんなできてね！

16ミリ映画会

講座　知の散歩道

親子映画会

大人のための
読み語り


