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一般特集　散歩・ウォーキング
 　　　　　 　インド独立の父・ガンディー
　　　　　　　「生きて欲しい」杉並区自殺予防月間

YA特集　　海外旅行と紀行文
　　　　　　　新刊ピックアップ
９月の催し物・図書館からのおしらせ
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展示期間：９/８(金)～１０/１(水)

ー２ー

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

　観光スポットや名所・旧跡巡り、美味しいものを探して食べ歩き、愛犬

との散歩や健康のためのウォーキングなど、本を片手にいろいろな歩き方

を楽しんでみませんか。

散歩・ウォーキング

ウォーキングの効果を最大限に発揮させるための方法や、安全なウォ

ーキングのための準備など、陸上競技種目「競歩」のノウハウを盛り

込んだウォーキングの技術を写真満載で解説する。ウォーキングノー

ト付き。

『競歩式最強ウォーキング
　　楽に！きれいに！より速く！』

著　者：柳澤 哲　

エクスナレッジ　2010.1

請求記号：498.3ヤ

★中央・成田　所蔵

498
3ヤ

一般

両国、上野・浅草、深川、柴又・立石など、スカイツリーOPENに沸

く下町の商店街で、まったり店番をする猫たち。心にじんわりくる猫

フォトブック第2弾。MAP付き。

『吾輩は看板猫である　東京下町篇』

著　者：梅津 有希子　

文藝春秋　2012.4

請求記号：645ウ

★中央・阿佐谷・今川　所蔵

645
ウ

一般

武蔵野の面影を残す玉川上水緑道、神代植物公園の花と緑の古刹めぐ

り…。野山歩きの達人が、身近で味わえる多摩の散歩道50コースを

案内。データ:2010年1月現在。

『自然を楽しむ多摩緑の散歩道』

著　者：重信 秀年　

メイツ出版　2010.3

請求記号：21９.36シ

★中央・西荻・阿佐谷　他２館所蔵

219
36シ

一般

ー3ー

半世紀にわたって思索しつづけてきた宗教学の泰斗

の到達点とは-。祖国インドをイギリスから独立へと

導いた「国父」マハトマになるまでの、ガンディー

の生涯をかけた闘争に迫る。

著　者：山折 哲雄
潮出版社　2013.12
請求記号：126カ
★中央・永福・高円寺　他３館所蔵

『母なるガンディー　マハトマ・ガンディー』

126
カ

一般

遺族や自殺予防の臨床現場で働く専門職、スピリチ

ュアリティといった様々な視点から、自殺問題を取

り巻く「弱さ」に目を向ける。自殺予防も含めた「ケ

ア」について、各分野の研究者がそれぞれの立場か

ら考察する。

編著：木原 活信・引土 絵未
（新・MINERVA福祉ライブラリー）
ミネルヴァ書房　2015.6
請求記号：368キ
★中央・永福・高円寺　他２館所蔵

『自殺をケアするということ』

368
キ

一般

「生きてほしい」
杉並区自殺予防月間

インド独立の父・ガンディー

展示期間：９/８(金)～１０/１(日)
（一般展示コーナーにて関連本展示中）

『弱さ』へのまなざしからみえるもの

ガンディーの誕生日にちなみ、インドで毎年10月2日は「ガンディー記念日」と
しています。ガンディーが唱えた「非暴力」について考えてみよう！

9月は「杉並区自殺予防月間」です。
杉並区立中央図書館ではこのテーマで資料展示を実施しています。



海外旅行と紀行文

ー５ーー４ー

展示期間：９／８(金)～１０／１(日)

夏休み、サク・ハセ・チカの仲良し3人組はハセの親戚の家へ。

そこで高校生・桐子に出会い、サクは人が恋に落ちる瞬間を目に

する。ハセの恋は、眠っていた記憶と未来を結び…。

『朝日中高生新聞』連載を改題し、加筆・改稿。

『ぼくらはその日まで』

著　者：小嶋 陽太郎

ポプラ社　2017.8

請求記号：コ342

★中央・方南・今川　所蔵

忙しく働く現役社会人でも、10日から2週間程度の休みを確保できれ

ば世界一周できる! 旅行作家の著者が、自身が実践した10日間世界一

周の旅を振り返りつつ、その実現方法について綴る。

トーキョー・フードパラダイス! 中野のアパートを拠点に、東京で家

族と共にひと夏を過ごすことになったアメリカ人フードライターが、

ごく普通の日本の「食」と日常をユーモアたっぷりにつづる。

『米国人一家、
　おいしい東京を食べ尽くす』

著　者：吉田 友和　

光文社新書（光文社）　2014.4

請求記号：290ヨ

★中央・永福・方南　所蔵

著　者：マシュー・アムスター=バートン

訳：関根 光宏

エクスナレッジ　2014.5

請求記号：383.8ア

★中央・永福・柿木　他６館所蔵

安くて、はずさない旅行を見分けるテク、旅先で困らず慌てないウラ

技、海外で楽しくトクする過ごし方…。無類の海外旅行マニアが、パ

ック旅行を快適に過ごすための、ちょっとしたことだけどすごく大事

なテクニックを公開する。

著　者：佐藤 治彦

アスペクト　2012.8

請求記号：290サ

★中央・永福・成田　他３館所蔵

290
ヨ

一般

383
8ア

一般

コ342
一般

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

『ガイドブックにぜったい載らない　
　海外パック旅行の選び方・歩き方』290

サ

一般
海外旅行と紀行文

新刊ピックアップnew
『10日もあれば世界一周』

紀行文を読むと、現実の旅と同じくらい楽しめて刺激的です。中央図書館では隅
の方に位置しているため、目にとまりにくいかもしれません。女一人バックパッ
カー、アメリカ人一家の東京滞在記、旅を安くすませる裏ワザなどの本を集めて
みました。若い世代に、海外旅行と紀行文を！



月の

催し物ご案内 ９
杉並区立

中央図書館

ー６ー

１６ミリ映画会

ー区政８５周年ー「映画で観る杉並区」

昔の杉並区の姿が残っている16ミリフィルムを集めて上映し

ます。

時間：正午～午後４時３０分（開場：午前１１時３０分）

場所：視聴覚ホール

定員：５０名（当日先着順）

９月９日

（土）

期間：９月９日(土)～１２月６日（水）

場所：１階特別展示コーナー（ＣＤコーナー横）

奈良時代から現代までの短歌のあゆみを紹介。和歌集や歌物語
の写本の複製や、杉並ゆかりの歌人の歌集など、短歌の世界の
面白さに触れられる資料を展示します。

 短歌のあゆみ展
～三十一文字から広がる世界～

【第一部】

●「杉並物語」-区政２０周年-

●「空から見た杉並」

●「杉並と私」

●「杉並４０年のあゆみ」-区政４０周年-

●「新しい登山靴」-杉並の老人福祉-

【第二部】

●「子どもの遊び場」-杉並区の現状-

●「心のある町杉並」-区政５０年を迎えて-

●「阿波踊りの渦中」

●「すぎなみ歴史散歩」

●「２１世紀をめざして」-杉並区基本構想-

※上映途中の出入りは自由です。

※第一部と第二部の間に小休憩あります。

ー７ー

★休館期間

平成２９年１０月２日（月）～１０月８日（日）

★図書館ホームページ休止期間

平成２９年１０月１日（日）午後５時～

　　　　　１０月９日（月）午前９時

★杉並区立図書館（全館）臨時休館及び図書館
ホームページ休止のお知らせ

コンピュータ関連機器の入替及びデータ移行作業等を行うため、全館を
臨時休館いたします。皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

０・１・２歳児向けのおはなし会です。

絵本を読んだり、手遊びやわらべうたで楽しく遊びます。

対象：０・１・２歳児と保護者

時間：午前１1時～（約30分）

場所：地下視聴覚ホール

事前のお申込みはいりません。

あかちゃんおはなし会

９月２５日

（月）

図書館を出て青空の下でおはなし会をします。

対象：児童と保護者

時間：午前１1時～（約３０分）

場所：読書の森公園

事前のお申込みはいりません。

※雨天の場合は地下視聴覚ホール

あおぞらおはなし会

９月２３日

（土・祝日）

９月10日

（日）

えいごで絵本の読み聞かせや手遊びそします！

どなたでもご参加ください。

対象：児童

時間：午前１1時～（約30分）

場所：児童コーナーおはなしの部屋

事前のお申込みはいりません。

えいごおはなし会



日 月 火 水 木 金 土

月の予定 ９
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　おはなしの部屋

まだまだ暑いですが、少しずつ
夜が長くなりました。読書の秋はもうすぐ！

☆蔵書点検による臨時休館
高井戸地域区民センター：9月5日(火)～9月7日（木）
永福：9月11日(月)～9月14日(木）
阿佐谷：9月19日（火）～9月22日（金）

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
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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