
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

◀年間の開館日時が一目でわかる『北区図書館カレンダー2020.4～2021.3』は区内図書館で配布しています。 

【申込・問合せ】北区十条台１-２-５ 北区立中央図書館事業係 

電話 5993-1125・ファクス 5993-1044 
１２月７日（月）・２１日（月）……………………………………………………中央図書館休館 

毎週月曜日 ………………………………………………………… 中央図書館以外の図書館休館 

１２月２９日（火）～１月４日（月）………………………………年末・年始のため全館休館 

  ※１２月２８日（月）は、中央図書館午前９時～午後５時まで開館 

令和 2年１２月 発行 

発行  北区立中央図書館 

〒114-0033 

     北区十条台 1-2-5 

     ☎  (5993)1125 

fax (5993)1044 12 月 
北区図書館情報 

 
 

刊行物登録番号 

 ３１-2-１６５ 

 

 

ドナルド・キーンと三島由紀夫～三島没後５０年によせて～開催中 
主催：一般社団法人ドナルド・キーン記念財団  共催：北区・北区教育委員会 

中央図書館では、日本文学と日本文化の伝道師ドナルド・キーン記念事業として、「ドナルド・キーン

と三島由紀夫～三島没後50年によせて～」を開催しています。 

二人の交友を物語る写真や手紙のパネル展示のほか、三島氏の署名入り謹呈本、キーン氏の愛用

品や自筆原稿なども展示しています。ぜひご覧ください。 

展示期間：12月 28日（月）まで 

展示会場：中央図書館1階エントランス、ドナルド・キーンコレクションコーナー ▲ドナルド・キーン氏 

この事業の一環として、11 月 23 日には、財団理事長キー

ン誠己氏による講演「父ドナルド・キーンと“親友”三島由紀夫

～父から聞いた知られざるエピソード～」が開催されました。ジャ

ーナリストの中澤雄大氏を聞き手に、キーン氏から聞いた三島

氏とのエピソードを思い出の場所の写真とともに紹介しました。

さらに、三島氏、キーン氏と親しかったジャーナリスト徳岡孝夫

氏がサプライズで電話出演し、三島氏とキーン氏にかかわるエピ

ソードをユーモアたっぷりに語ってくれました。参加者のみなさんも

初めて聞く話に熱心に耳を傾けていました。 

 

ドナルド・キーンを読む会 

「わが親愛なる三島由紀夫～キーン先生の著作から～」

お二人の交友について、キーン氏の著作の中から 

ブックトークで紹介します。 

日時：12月 13 日（日）午後2時～3時 30 分 

場所：中央図書館３階ホール 

定員：25 名（先着順）申込：当日直接会場へ 

【企画・運営・ブックトーク】図書館活動区民の会 

問合せ：北区立中央図書館図書係 

☎(5993)-1125 

 

１階エントランス ドナルド・キーンコレクションコーナー 



 

 
今回は 滝野川西図書館 

 
北区立滝野川西図書館 ☎(3576)8800 

  滝野川 6 丁目 21 番 25 号 滝野川西区民センター5 階 

▶幕末維新・新撰組

コーナー 

◀児童室 

11 月 1 日(日)、「さよなら、田中さん」ほかの著者で区内在住の高校生作家

の鈴木るりかさんによる読書講演会「私と本と創作と」を中央図書館にて開催しま

した。 

この講演会は、春開催の予定が新型コロナウイルス感染拡大のため延期とな

り、募集定員を絞って、サテライト会場も含め 47 名が参加しました。 

鈴木さんが本を書き始めたきっかけや読書の楽しさ、執筆活動の喜びなどについ

て、いくつかのエピソードを織り交ぜ、とてもわかりやすくお話しいただきました。 

 

もだけでなく、大人にもおすすめだそうです。 

水上勉をはじめ、志賀直哉、村上春樹、遠藤周作ほ

かの作家とその作品の魅力についてわかりやすく話され、

「一冊本を書きたかったら、千冊読みなさい」と言われる、

というお話にうなずき、もっと本を読んでみようとの思いが 

 

◀おすすめの本も紹介

された鈴木るりかさん 

▲講師が幼い頃に聞いた

語りの実演 

▲講師新刊 講談社 

「私を月に連れてって」 

わきました。 

講演の結びに、鈴木さんから、今の子どもたちへ「本を読むことで自分の人生観が変わって

きます。本に触れることで、深みのある人間になってください。」とのメッセージが送られました。  

※『少年少女文学館』全 30 巻 講談社 

 

 

平成 8 年 6 月３日滝野川西区民センター５階

に開館、７万冊以上の所蔵があり、地区館の中で

も所蔵数の多い図書館です。 

最寄り駅の板橋駅近くに「近藤勇墓所」があり、

「幕末維新・新撰組コーナー」で関連本を集めてい

ます。 

児童室では、近隣にフランス人学校があるためフ

ランス語の本を所蔵しており、特設コーナーでは司書

おすすめの本を展示しています。 

ぜひお立ち寄りください。 

 

お詫び 赤羽北図書館は、勤務する委託事業者のスタッフから新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されたことに伴い、11 月 13 日(金)

から 17 日(火)まで臨時休館いたしました。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。今後とも安心してご利用いただける

図書館運営に努めてまいります。 

鈴木さんは幼い頃から身近に本があり、親しんできて、図書館で、日本文学

の著名な作家の渾身の作品が収められている『少年少女文学館』※に出会っ

たことが、作家になろうと思う大きなきっかけとなったそうです。この文学全集は、

文字も大きく、挿絵や注釈も充実しているので、日本文学の入門書として子ど 
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【１階総合フロア】 たのしいふゆ

もう、１２月　つごもり・すごもり・冬ごもり

【北区の部屋】

私たち部分的に残されました
～北区の歴史を語る部分保存あれこれ～

中 央 分 室 映画のような世界へ ふしぎ

上 十 条 大掃除 冬の本

豊 島 偉人×歴史 ふゆのおたのしみ

東 十 条 げんきなからだ

赤 羽 筋トレ へんしん

浮 間 運気を上げよう～心も体も大掃除～ うっしっし

赤 羽 西 ふゆ

赤 羽 北 心癒される本 やさしいきもちになれる絵本

神 谷 腹が減っては戦ができぬ おなかがすいた！！

滝 野 川 映画の世界 モーモーうしさん

昭 和 町 文学賞の受賞作品 おやすみなさい

【一般】

ドラマのモデル

【田端文士村】

野口雨情と『金の船・金の星』
～童謡「十五夜お月」から１００年～

東 田 端 日本の魅力 なかよし

滝 野 川 西 過去の話題本・名作本～読んでおきたい！ だいすき！アニマル☆

どうぐのせかい

かたち・いろ・かずの本

12月テーマ展示（注）休館日を除く

中 央

田 端

あったかいたべもの

テーマ：「ドラマのモデル」

有名なあのドラマ。でも原作やモデルになった人物のことは、

意外と知られていないかも？これを機会に是非読んでみてください！

★ 『7日間で自分で 

決められる人になる』  

根
ね

本
もと

裕
ひろ

幸
ゆき

/著 サンマーク出版     

いつも考えすぎて自分で決められな

い人が、「私はこうしたい!」と言えるよ

うになるには? 自身も元々「決められ

ない」人だった著者が、自分の直感を

信じて決められるようになる 方法を、

7日間で習得できるように紹介する。 

★ 『あなたのコミュニケーション力 

10倍 upの極意』 

菅
すが

谷
や

 信
のぶ

雄
お

/著 玄文社    

経営力、営業力…すべての能力の

基本はコミュニケーション力! 著者の

50 年近い社会人経験を活かし、コ

ミュニケーション 力の重要性をわかり

やすく解説。さらに、コミュニケーション

力をアップさせるノウハウを紹介する。 

★『転んでもただでは起きるな!』
あん どう もも ふく

安藤百福発明記念館/編
中央公論新社

★『三匹のおっさん』
あり かわ ひろ

有川 浩/著
文藝春秋

★『教場』
なが おか ひろ き

長岡弘樹/著
小学館

★『天才渋沢栄一』
ほし りょう いち

星 亮一/著
さくら舎

★『オレたち花のバブル組』
い け い ど じゅん

池井戸 潤/著
文藝春秋



第119回 図書館で読書会 

 
参加者同士で課題本についての感想を話し合います。 

小中高生も大歓迎。当日、３階ホールにお越しください。 
 

第 119 回 課題本『ふしぎの国のアリス』 
ルイス･キャロル 作 / 生野 幸吉 訳 福音館書店 
 

日時：12 月 12 日（土） 

午後 1 時 30 分～３時 

申込：不要。当日、直接会場へ。 

場所：中央図書館３階ホール 

問合せ先：中央図書館事業係 

電話(5993)1125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックスタートフォローアップ事業 

「ちびっこ絵本サロン」 

企画・運営 北区図書館活動区民の会 

1～２歳児親子対象 

手遊び、絵本、季節の遊びを 

楽しみます。 

日時：12 月 20 日（日） 

     午前 10 時 45 分～11 時 45 分 

     ※受付は 10 時 30 分から 

定員：先着 10 組程度 

申込：不要。当日、直接会場へ 

場所：旧いなり公園（十条台 1-2） 

     ※中央図書館前の芝生広場先 

     ※天候が悪い場合は、中央図書館 

3 階ホールで実施します。 

       ※ご不明な点は、上記 QR コードより 

本事業のホームページをご覧ください。 

問合せ先：中央図書館事業係  

電話(5993)1125 

 

 

 

ご利用ください 手話サポートデスク 

日時：12 月 19 日(土) 午後 1 時～3 時 

場所：中央図書館１階 総合カウンターにお声かけ 

下さい。※図書館利用でお困りのことや福祉 

機器などの説明を 手話（筆談）通訳します。 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生向けワークショップ 

 
企画・運営：北区図書館活動区民の会 

●誰もいなくなった夜の図書館を大冒険。 

普段、何気なく利用しているこの場所は、  

実は・・・。親子で探検し、歴史の核心に迫る！ 

対象：区内在住の小学生と保護者（必ず保護者同伴） 

日時：令和 3年１月１0日（日） 

午後４時４５分～午後７時 

場所：中央図書館３階ホールに集合 

定員：9組（抽選・新型コロナウイルス感染拡大防止 

のため定員を減らしています。） 

必ず保護者１名と小学生１名でお申し込み 

下さい。※小学６年生優先 

申込：往復はがき、またはファクスにイベント名、 

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、 

電話番号(ファクス番号）、返信用表面に 

申込む方の住所、氏名を記入して、 

１２月１5日（火）（必着）まで。  

※ファクス申込書は図書館にあります。 

北区ホームページからもダウンロードできます。 

申込先：〒１１４－００３３  

北区十条台１－２－５ 中央図書館図書係  

☎(５９９３）１１２５  ｆａｘ(５９９３)１０４４ 

 

 

 

※お知らせ※ 

区民とともに歩む図書館委員会 

委員を募集します！！ 

応募資格 20 歳以上の北区民 

募集人員 ３名  

内容 図書館の運営に関し、必要な検討を行い、 

教育委員会に提案する。 

活動 会議 年 4～5 回程度 

（午後 7 時～9 時 中央図書館３階ホール） 

任期 2 年  

申込方法  

（１）提出書類  作文 題「これからの図書館」 

・1200 字程度 市販原稿用紙使用  

（A4 コピー用紙等でも可） 

・住所、氏名、生年月日、電話番号を明記  

（２）提出先 〒114-0033 十条台 1-2-5 

北区立中央図書館 管理係 

（３）提出方法、期限 

     郵送、受付締切 12 月 22 日（火）必着 

選考方法 書類審査  

結果通知 令和３年１月下旬頃  

問合せ先 中央図書館管理係  

電話(5993)1125 

 

図書館メールマガジン配信中！ 詳しくはこちら☟ 
URL https://service.sugumail.com/kita/member/ 
図書館システムＵＲＬ 
https://www.library.city.kita.tokyo.jp/opac/OPP0200  

 



2020北区立図書館12月行事案内リスト

１９（土）・２６（土）１１時 ２６（土）１０時

１９（土）１４時

１９（土）１５時（小学生向） 　 会場は中央図書館３階ホールです。

２６（土）１４時３０分（紙芝居）    先着１０組です。

２０（日）１１時

２（水）１５時５０分 ２（水）１１時

実施しません

１・８・１５・２２（火）１１時

４（金）１５時３０分

１０（木）１５時３０分

２５（金）１１時

１２/１（火）［雑］

１２/１０（木)・２５（金）［図］

１/５（火）［雑］

１/１０（日）・２９（金）［図］

１２/１２（土）［雑・図］

１/９（土）［雑・図］

１２/１２（土）［雑］

１２/１３（日）・１９（土）・２０（日）［図］

１/１６（土）［雑］

１/１７（日）・２３（土）・２４（日）［図］

１２/１（火）［雑・図］

１/５（火）［雑・図］

１２/５（土）［雑］

１２/１９（土）［図］

１/９（土）［雑］

１/１６（土）［図］

実施しません 実施しません

実施しません １８（金）１１時

東田端
（３８１０）４３４１

実施しません 実施しません

実施しません １０（木）１１時

実施しません 実施しません

昭和町
（３８９３）５４１８

実施しません 実施しません

実施しません

赤羽西
（３９０７）５９９２

実施しません 実施しません

赤羽北
（３９０７）６４１２

実施しません

２（水）１１時

赤羽
（３９０１）１９９２

実施しません ９（水）１０時３０分

実施しません

上十条
（３９０５）３５３３

豊島
（３９２７）３４２１

実施しません ３（木）１０時４０分

リサイクルは、在庫がなくなり次第終了します。
 [図]は図書。[雑]は雑誌。随時[図]には日の指定はありません。１2月行事案内

図書館名
リサイクル

幼児向けおはなし会など
赤ちゃんのための

おはなし会※（２ヶ月分表示しています）

中央図書館
（５９９３）１１２５

     随時実施します。

リサイクル資料が準備できた
　
タイミングで提供しています。

特定の日、曜日、時間での

提供はしていません。

中央分室
（３９１２）８５６６

滝野川
（３９１０）９０９２

滝野川西
（３５７６）８８００

田端
（３８２８）５５６９

東十条
（５３９０）６６８０

浮間
（３９６５）６５３１

神谷
（５２４９）１２００

配信するメールマガジン「図書館情報」！！
＊メールマガジン「図書館情報」は、区内図書館のイベントや新着図書情報などの最新情報を、毎月２回、１日・１５日

に配信しています。

＊ご自宅のパソコンで、北区公式ホームページトップページの右にある『メールマガジン』から登録手続きができます。

（URL：https://service.sugumail.com/kita/member/）



一般図書編

位 予約数所蔵数 書　　　名 著者名 出版元

1 556 15 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社

2 503 17 流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社

3 450 17 クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社

4 430 16 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋

5 369 15 FACTFULNESS
ハンス・
ロスリング

日経ＢＰ社

6 359 15 ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社

7 348 15 少年と犬 馳　星周 文藝春秋

8 316 18 希望の糸 東野　圭吾 講談社

9 298 10 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社

9 298 11 ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 新潮社

10 278 8 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ ダイヤモンド社

11 245 10 メモの魔力 前田　裕二 幻冬舎

12 226 10 熱源 川越　宗一 文藝春秋

13 220 10 カケラ 湊　かなえ 集英社

14 218 15 沈黙のパレード 東野　圭吾 文藝春秋

ＣＤ編

位 予約数所蔵数 タ　イ　ト　ル アーティスト 発売元

1 212 2 ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師 ＳＯＮＹ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

2 154 2 ｄｉｏｒａｍａ 米津玄師
ＲＥＩＳＳＵＥ
ＲＥＣＯＲＤＳ　ｉｎｃ．

3 131 2 Ｆａｎｔｏｍｅ 宇多田ヒカル
Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｕｓｉｃ
／ヴァージン

4 105 2 Ｔｒａｖｅｌｅｒ
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ

ポニーキャニオン

5 98 2 Ｆｉｎａｌｌｙ 安室奈美恵
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ
Ｐｏｉｎｔ

6 96 2 エスカパレード
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ

ラストラム

7 94 2 瞬間的シックスセンス あいみょん ｕｎＢＯＲＤＥ

8 73 2 Ｓｙｍｐａ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

9 71 2 ＣＥＲＥＭＯＮＹ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

10 59 2 ＹＡＮＫＥＥ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

11 52 2 アンコール
ｂａｃｋ
ｎｕｍｂｅｒ

ユニバーサル　シグマ／
Ａ＆Ｍ

11 52 1
クイーン・プラチナム・コレクション　グレイテ
スト・ヒッツ　Ⅰ－Ⅲ

クイーン Ｐａｒｌｏｐｈｏｎｅ

11 52 2 Ｂｒｅｍｅｎ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

12 50 2 魚図鑑 サカナクション ＮＦ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

13 46 2 ＱＵＥＥＮ　グレイテスト・ヒッツ　１＆２ クイーン ＥＭＩ

お待たせしています。皆様から多くの予約をいただいている資料の一部です。
令和2年11月17日現在　※予約状況は毎日変動しています。予約多数リスト
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