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開館時間
月～土 ９：００～２０：００
日祝　 ９：００～１７：００

一般特集　絵本で巡る世界
 　　　　　 　食育月間
　　　　　　　没後150年　坂本龍馬
YA特集　　デザイン
　　　　　　　新刊ピックアップ
６月の催し物・図書館からのおしらせ
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ﾀｰｼｬ･ﾃﾕｰﾀﾞｰ/著　ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ/著
相原 真理子/訳
文藝春秋　1996.11
請求記号：726テ（保存庫）
★中央・西荻・下井草　他２館所蔵

『ターシャ・テューダーの世界』

展示期間：６/２(金)～７/５(水)

ー２ー

　
絵本小型・赤ラベル

ER

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

一度は目にしたことのあるあの絵本、作家の出身地はご存じですか？中央図書館
所蔵の外国絵本を、本が生まれた背景とともにご紹介します。絵本と一緒に世界
を旅してみませんか。お子さんの絵本選びのついでに、お立ち寄りください。

18世紀の農家を模した家を手作りで建てガ

ーデニングにいそしみ絵を描く。アメリカの

人気絵本作家の住む世界はまさにこの世の楽

園。都会の生活が失った素朴な豊かさをニュ

ーイングランドの四季を背景に美しい写真で

紹介。

ターシャ・テューダー/作
わたなべ しげお/訳
冨山房　1976
請求記号：ER（絵本・赤ラベル・保存庫）
★中央・宮前　所蔵

『コーギビルのむらまつり』

絵本 　巡　世界で る

ジル・バークレム/監督　渋谷出版企画/編
講談社　1997.9
請求記号：726ハ（保存庫）
★中央・柿木・西荻　他４館所蔵

『のばらの村をたずねて』

ジル・バークレム/作
岸田 衿子/訳
講談社　1981.5
請求記号：ER（絵本小型・赤ラベル）
★中央・柿木・宮前　他４館所蔵

726
ハ

保存庫

『小川のほとりで』
～のばらの村のものがたり～

～ジル・バークレムの世界～

1951年ロンドン郊外、エピングの森の近くに生

まれる。セント・マーチンズ美術学院に学ぶ。第

16回世界絵本作家原画展みみずく賞、ボローニャ

国際児童図書展エルバ賞などを受賞。

ジル・バークレム

1915年アメリカ生まれ。さし絵画家。絵本作家。

園芸家。19世紀のライフスタイルを実践し、多く

のアメリカ人の共感を呼んでいる。

ターシャ・テューダー

～ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの四季～

ER
726
テ

保存庫

絵本・赤ラベル・保存庫

野原の向こうに続くのばらのいけがき、そこか

ら“のばらの村”は誕生しました。ジル・バー

クレムがつくりだした、ねずみ達の世界、その

春夏秋冬、村の様子や暮らし、登場人物、おは

なしの背景などを紹介。
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食育が学校・家庭・地域の一体感を生む架け橋にな

った-。朝ごはん集会、たくわん作りプロジェクトな

ど、三鷹市立南浦小学校の食育の取り組みを紹介す

る。「大人のための食育フォーラム」「食育講座」

での講演なども掲載。

東京都三鷹市立南浦小学校　/編
松原 邦宜　/監修
合同出版社　2008.7
請求記号：374ト
★中央のみ所蔵

『食育はみんなのスタートライン』

374
ト

一般

国民的ヒーロー・坂本龍馬の33年の「旅」を、100

点近い地図と写真で徹底ガイド! 龍馬を深く知るため

のテーマ別地図、半藤一利、和田竜、山本一力など

熱きファンが語るエッセイも掲載し、様々な角度か

ら龍馬に迫る。

平凡社　2010.4
請求記号：281サ
★中央・高井戸・方南　所蔵

『坂本龍馬　青春の航海地図』

281
サ

一般

没後 150 年　坂本龍馬

食育月間

展示期間：６/２(金)～７/５(水)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

別冊太陽　太陽の地図帖　おとなの「旅」の道案内

「食べるって何だろう」を考える子どもたち

毎年６月は食育月間です。なぜ「食育」が大事なのか？関連資料を展示します。
この機会に「食」について考えてみませんか。

1867年京都で亡くなった坂本龍馬。龍馬が近代日本の設立に与えた影響は計り
知れません。没後150年たった今も、幕末の英雄としてその名は語り継がれてい
ます。図書館所蔵の、坂本龍馬を探る資料を展示します。



ー５ーー４ー

展示期間：６／２(金)～７／５(水)

数年後のあなたは、どんな仕事をしていますか? 10代の若者

が未来を選び取るための仕事図鑑。361種類の仕事を取り上

げ、それぞれの仕事内容や、その仕事に就くために必要な資

格や学歴などを紹介。

『10代のための仕事図鑑ー未来の入り口に立つ君へー』

編　者：大泉書店編集部

大泉書店　2017.４

請求記号：360オ

★中央・柿木・高円寺　他７館所蔵

普段、何となしに目にする「ロゴマーク」。企業や商品がもつイメー

ジをひとつの形に集約し、図案化した、いわば「顔」というべきそれ

ら「ロゴマーク」について、由来を中心に、さまざまな角度で紹介す

る。

シャンプー容器側面のギザギザ、片手で開閉できる傘…。障害の有無

にかかわらず、多くの人々が日常を暮らしやすくするための工夫が盛

り込まれたアクセシブルデザイン。開発・普及活動の中心にいる著者

が、その可能性を語る。

『日本のロゴー企業、美術館、博物館、老舗・・・　　
　　　　　　　　　シンボルマークとしての由来と変換』

『アクセシブルデザインの発想
　～不便さから生まれる「便利製品」～』

編　者：成美堂出版編集部　

成美堂出版　200７.９

請求記号：727ニ

★中央・宮前・高井戸　他２館所蔵

著　者：星野 安之

岩波書店　2015.11

請求記号：369.2ホ

★中央・高円寺　所蔵

1度は上ってみたい人気のタワーベスト10をはじめ、眺望自慢、個性

派建築、ガラス張り、働くタワーなど、ニッポンの展望タワー70を

ビジュアルに紹介する。

著　者：豊科 穂

朝日新聞出版社　2012.3

請求記号：523ア

★中央・高円寺・成田　他2館所蔵

727
ニ

一般

369
2ホ

一般

360
オ

児童

あなたは、どんな「デザイン」が好きですか？

世の中には、たくさんの「デザイン」があふれています。

そんなデザインに関する本を集めてみました。

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

『ニッポンのタワー　LOVE TOWER!』523
ア

一般

新刊ピックアップnew

デ ザ イ ンデ ザ イ ン



月の

催し物ご案内 ６杉並区立

中央図書館
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６月２５日

（日）

「このよろこびをあのこに～家庭文庫と私」

講師：小宮 由

時間：午後２時～４時

場所：地下視聴覚ホール

対象：どなたでも

定員：６０名（※事前の申込が必要です）

６月１１日

（日）
講師：小林 緑（国立音楽大学名誉教授）

時間：午後1時３０分～４時（開場：午後１時）

場所：地下視聴覚ホール

資料代：３００円

定員：６０名（申込不要・当日先着順）

主催：杉並女性団体連絡会

問合せ：３３１１－７１５４ mzh@jcom.home.ne.jp（小井）

柳兼子、不滅の声楽家～８３歳のハバネラ～

６月１７日

（土）

時間：午後２時～３時２０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：５０名（申込不要・当日先着順）

※上映途中の出入り自由です

「没後１５０年　坂本龍馬」

映画『兼子』の上映と、小林緑さんの講演の集い

16ミリ映画会

1993 年日本／アニメーション　【原作】武田鉄矢　【製作】ＮＨＫエンタープライズ

★上映作品★
「おーい！竜馬～母の優しさを胸に～」
「おーい！竜馬～負けるな！泣き虫竜馬～」

※映画タイトル等は原作オリジナルの「竜馬」としています

杉並文庫・サークル連絡会４０周年記念講演会

杉女連サロン　映画上映と講演

児童編集者で翻訳家の小宮由氏に本と出会うよろこびを
自身のこれまでの文庫との関わりを通してお話いただきます。

♪児童向けイベントは「なかよしつうしん」をご覧ください♪

期間：６月２日（金）～７月５日（水）

場所：１階ＣＤコーナー横スペース特別展示コーナー

『ポップアップ・メルヘン　in Suginami』

本来は動くはずのない本に仕掛けを施し、ページを開くたびに夢見

るような世界が飛び出してくる絵本の数々。子どもの頃に夢見たよ

うな不思議な世界が広がる展示を、ぜひ間近でご覧ください。

★特別展示のお知らせ★

★協力★
澁川 雅俊 氏（前杉並区立図書館協議会会長）

株式会社　大日本絵画

６月１９日(月)～６月２２日(木)

★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。

柿木図書館

※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。

ー７ー

～仕掛け絵本・飛び出す絵本の世界～



日 月 火 水 木 金 土

月の予定 ６
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

雨の日の楽しみ方に
ぜひ図書館を加えてください！

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。

映画「兼子」

上映と講演

・ ・ ・ ・ 1 2 3
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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
タイム

あかちゃん
タイム

16ミリ映画会

「おーい！竜馬」

講演会


