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名作本のタイトルは知ってるが読んだことある！という方は少ないのではない
でしょうか？
ミステリー、ＳＦ、恋愛などさまざまなジャンルのものを展示します。
本選びで悩んでいる方はここから読むのはどうでしょうか。

展示期間：７/７(金)～８/２(水)

ー２ー

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

孤児のジュディは文才を認められ、ある匿名の紳士の援助を受けて大学

に通わせてもらえることに。ジュディは「あしながおじさん」と名付け

たその紳士に、お茶目な手紙をせっせと書き送るが…。世界中で愛読さ

れる名作の新訳。

『あしながおじさん』

著　者：ウェブスター
　　訳：土屋 京子
光文社　2015.7
請求記号：BRウ
★中央・永福・柿木　他7館所蔵

著　者：ドストエフスキー
　　訳：亀山 郁夫
光文社　2006.9
請求記号：BRト
★中央・柿木・永福　他10館所蔵

『カラマーゾフの兄弟』（１～５巻）

著　者：ジュール・ヴェルヌ
　　訳：朝比奈 美和子
岩波書店　2007.8
請求記号：BRウ
★中央・西荻・高円寺　他2館所蔵

『海底二万里 』（上下巻）

『ミザリー』
著　者：スティーヴン・キング
　　訳：矢野 浩三郎
文藝春秋　1991.2
請求記号：BRキ（保存庫）
★中央・永福・方南・今川所蔵

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』
著　者：フィリップ・K・ディック
　　訳：浅倉 久志
早川書房　1977.3
請求記号：BRテ
★中央・永福　所蔵

名 作 本名 作 本

一般・文庫赤（BR）

ウ

一般・文庫赤（BR）

ト

一般・文庫赤（BR）

ウ

保存庫・文庫赤（BR）

キ
一般・文庫赤（BR）

テ
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『1964年の東京オリンピック
　　「世紀の祭典」はいかに書かれ、語られたか』 

石井 正己／編
河出書房新社　2014.1
請求記号：780イ
★中央・柿木・西荻　他３館所蔵

一般

780
イ

1964年の東京オリンピックが、数々の名文でいま甦る-。井上

靖や大江健三郎らの観戦記エッセイをはじめ、大宅壮一×司馬

遼太郎×三島由紀夫の座談会、市川崑×沢木耕太郎の対談、星

新一の短編などを収録。

2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。オリンピック・
パラリンピックについて深く知ると、大会を見るのがもっと楽しくなります！
関連資料を展示しています。ぜひご覧ください。

オリンピック・パラリンピック

期間：７月７日(金)～９月６日（水）
場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

 南相馬市「埴谷・島尾記念文学資料館」再開館１周年特別展示

交流自治体の南相馬市（福島県）ゆかりの文人・島尾敏雄（
1917－1986）の特別展示を、南相馬市「埴谷・島尾記念文
学資料館」の協力を得て開催します。貴重な島尾敏雄の自筆原
稿「第一期魚雷艇学生」（レプリカ　島尾伸三氏寄贈）とその
初出誌（「文藝春秋」1967.9．1）などや、中央図書館所蔵
の貸出可能な書籍も併せて展示します。

企画
展示の
お知らせ

★７/２９ （土） に荻窪体育館とのコラボ企画で 「オリ ・ パライベント」 を催します。

　関連する映画上映とミニ講演会です。 詳しくは P6 をご覧ください。

 『生誕100年　南相馬市ゆかりの文人・島尾敏雄』



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：７／７(金)～８／２(火)

「不思議の国のアリス」が生まれたヴィクトリア時代に焦点を当て、

工業化と都市化を軸に、アリスの物語から当時の社会を考察。オール

カラーの図版とともに、ヴィクトリア時代の文化や流行などを紹介し

ます。

『発見!不思議の国のアリス
　　　　　鉄とガラスのヴィクトリア時代』

著　者：寺嶋 さなえ

彩流社　2017.6

請求記号：233テ

★中央のみ所蔵

中学合唱部顧問の松山先生は産休に入るため、元神童の美しすぎる

臨時教員・柏木に期限付きで指導を依頼。すると、柏木目当て男子

が多数入部する。ほどなくして、練習に打ち込まない男子部員と女

子部員の対立が激化して…。

『くちびるに歌を』

著　者：中田 永一 

小学館　2011.11　

請求記号：ナ323

★中央・永福・柿木　他10館所蔵

世界には本当にたくさんの文学賞があります。みなさんはいくつ知っていますか？
今回は日本の文学賞受賞作品を中心に、中高生のみなさんにも楽しんでいただけそ
うな本を集めました。

New!
新刊ピックアップ

  YA

933
ネ

一般

233
テ

ナ323
YA

文学賞受賞作品

国連で難民事業に携わる里佳は、上司で元夫のエドがアフガンで死

んだという知らせを受ける。そして、エドがアフガンで助けた少女

のことを伝え聞き-。大切な何かのために懸命に生きる人たちの、6

つの物語。

『風に舞いあがるビニールシート』

著　者：森 絵都 

文藝春秋　2006.5　

請求記号：モ067

★中央・永福・柿木　他８館所蔵

モ067
一般

「黒髪の乙女」に片想いしてしまった「先輩」。ふたりを待ち受け

るのは、奇々怪々なる面々が起こす珍事件の数々、そして運命の大

転回だった…。キュートで奇抜な恋愛小説in京都。『野性時代』掲

載を単行本化。

『夜は短し歩けよ乙女』

著　者：森見 登美彦 

角川書店　2006.11　

請求記号：モ124

★中央・永福・高円寺　他８館所蔵

モ124
一般

ある夜、怪物が少年とその母親の住む家に現れた。それはイチイの

木の姿をしていた。怪物が3つの物語を語り終えたら、少年が4つ

めの物語を話さなくてはならないという…。噓と真実、そして喪失

と浄化の物語。

『怪物はささやく』

原　作：シヴォーン・ダウド

あすなろ書房　2011.11　

請求記号：933ネ

★中央・柿木・宮前　他４館所蔵

2012 年

小学館
児童出版文化賞

2007年

山本周五郎賞

2012年

カーネギー賞

2006年

直木賞
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月の

催し物ご案内７杉並区立

中央図書館

１６ミリ映画会　没後４０年「チャップリン」

７月１日

（土）

時間：午後２時～３時（開場：午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）　上映途中の出入り自由

「チャップリンの失恋」（1915年）・「チャップリンの舞台裏」

（1916年）・「チャップリンの冒険」（1917年）

アメリカ／モノクロサイレント

オリパライベント！
７月２９日

（土）
映画上映とミニ講演会（荻窪体育館とのコラボ企画です）

時間：午前１０時～午後５時

場所：地下視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）　上映途中の出入り自由

★映画上映

★ミニ講演会

●「1964年懐かしの映像　東京オリンピック」（30分）

　①10:15～10:45　②16:10～16;40

●「茄子アンダルシアの夏」（50分）

　11:00～11:50

●「４２～世界を変えた男～」主演：ハリソン・フォード（140分）

　13:35～15:55

●「パラリンピック自転車競技に出場して」（20分）

講師：小川 睦彦（1996年アトランタパラリンピック出場）

13:00～13:20

７月２２日

（土）

調べ方講座 （保護者向け）

講師：岩崎　久美子 先生（放送大学教授）

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

定員：50名（当日先着順）

「子どもにとっての調べ学習 ：学ぶ心を育てるには」

「学ぶことが楽しい」その経験の蓄積が、意欲を持って生きる

力につながります。調べる学習が子どもたちのどんな力を育む

かについて、お話しくださいます。

７月

２４日（月）

２５日（火）

しらべかたきょうしつ

　　　　～宝さがしにでかけよう～

時間：①７月２４日（月）午前１０時～１１時

　　　②７月２５日（火）午後２時～午後３時

　　　★①と②は同じ内容です

場所：児童資料室

定員：各１５名（当日先着順）

対象：小学生

知りたいことやわからないことを調べるのは、「宝さがし」と

おなじです。夏休みに自由なテーマで調べ学習にチャレンジし

ましょう！テーマの探し方や調べ方を図書館職員がわかりやす

くお話しします。

ー７ー
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７月１０日(月)～７月１３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、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。

方南図書館

※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。

平成２９年度

「　杉並区子ども読書月間　」 標語大募集！

毎年６月は杉並区子ども読書月間です。本の楽しさをみんなに

知ってもらうための標語を募集しています。

★字数は自由、未発表のもので、一人一点

　　★区内在住・在学・在勤の小学生から１８歳までの方

　　　　　★応募用紙（図書館にあります）に記入し

　　　　　　中央図書館へ提出してください。

　　　　学校一括応募の場合は住所等の記載は不要です

６月１２日 ( 月） ～７月２１日 ( 金） 必着

今年度の標語は『初めましての１ページ』です
菱沼璃子さん（応募当時、新泉和泉小学校５年生）の作品です。

８月のお知らせ

８月５日

（土）

本と映画でつなぐリレートーク

島尾敏雄と島尾ミホ

出演：吉増 剛造、越川 道夫

時間：午後３時～５時

場所：地下視聴覚ホール

参加費：無料

定員：８０名（※事前の申込が必要です）

申込方法：

①メール(talkevent2017@npo-tff.org)で申込み。

※件名を「図書館トーク」とし、氏名、電話番号、人数（最大２名）

を本文に記入・送信ください。

②電話（NPO法人TFF：03-5397-3700／午後１時～5時、土日

祝日除く）で申込み。

【企画・主催・問合せ】NPO法人TFF

この事業はNPO支援基金の助成事業です。

第３回　図書館トーク

第１回（７/14 金）、第２回（７/22 土）は別会場にて催されます。

それぞれ申込が必要です。詳しくは館内ポスター等でご確認ください。

講師：石岡史子

　　（NPO法人ホロコースト教育資料センター代表）

時間：午後２時～４時（開場：午後１時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：中高生以上（小学校高学年は親子参加で可）

定員：８０名（※事前の申込が必要です）

申込方法：７月１５日（土）から電話（03-3391-5754）

または直接中央図書館へお申込み下さい。

アンネ・フランクは15歳でアウシュヴィッツに送られました。

このアウシュヴィッツ博物館から東京に一つの旅行かばんが届

きました。

持ち主の少女ハンナ・ブレイディも、アンネと同様に「ユダヤ

人である」という理由で命を奪われました。ハンナの物語を通

して、命の大切さや人を思いやる寛容な心について考えてみま

せんか。

８月のお知らせ

８月６日

（日）

「ハンナのかばん」
　　　　～アウシュヴィッツからのメッセージ

ー８ー



★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
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 ７
杉並区立中央図書館の 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

・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24/31 25 26 27 28 29

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

お話会

★たなばた工作会
　ザ・えんにち

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

23/30

暑くなってきましたね！
夏はもうすぐそこ

★えいごおはなし会

★プーク人形劇

★あかちゃん
　おはなし会

オリパライベント

16ミリ映画会
　チャップリン

★親子映画会
　ミッフィー

調べ方講座

↑★しらべかた教室

★しらべかた教室


