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一般特集　犯罪・事件・ドキュメンタリー
　　　　　　　児童虐待防止推進月間・文化芸術に親しむ
　　　　　　　「谷川俊太郎の世界」～二十億光年の孤独～
YA特集　　クトゥルフ神話
 　　 新刊ピックアップ
11月の催し物・図書館からのお知らせ

（展示紹介）
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だ　り

展示期間：１１／２(金)～１２／５(水)

「死ぬまでキツネ目を忘れられん…」 元捜査員や元事件記者たちの貴重な証

言に加え、NHKが入手した極秘資料、最新の科学分析で迫った「犯人像」の

手がかりなどを紹介。番組「NHKスペシャル」を再編して書籍化。

『未解決事件グリコ・森永事件～捜査員300人の証言』

NHK スペシャル取材班 編著

文藝春秋　2012.5

請求記号：368エ

一般

368
エ

特定の事件に関心を抱くことはありませんか？そんな時は書籍
です。大きな事件なら、大概、現場検証や当事者インタビュー
を交えた、読み応えのある書籍が出版されています。そんな本
を集めてみました。

犯罪 ・事件 ・ ドキュメンタリー

再生プログラムは子供たちの立ち直りに有効なのか、そもそも何が悲惨な

状況を生んでいるのか。公立小学校で手に負えないと判断された児童が行

くアメリカの特別学級の教壇に立った著者が綴る体験ルポ。

『体験ルポアメリカ問題児再生教室
　　殺人未遂、麻薬、性的虐待、崩壊家庭』

林壮一著

光文社　2011.2

請求記号：368ハ

一般

368
ハ

2000年12月31日、世田谷区上祖師谷の一家四人が無残な状態で発見さ

れた。現場に多数の痕跡を残しながら捕まらない犯人。その犯人を追って

著者が向かった先とは…? 平成最大の未解決事件の真相を明かす。

『世田谷一家殺人事件　15年目の新事実』

一橋文哉著

KADOKAWA　2015.12

請求記号：368イ

一般

368
イ

（光文社新書 506）

展示期間：１１／２(金)～１２／５(水)

展示期間：平成30年11／3(土)～平成31年3／31(日)

「谷川俊太郎の世界」～二十億光年の孤独～

11月は児童虐待防止推進月間です。
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。

『児童虐待防止
　　　　推進月間』

『おへそ曲がりの
　　　　贈り物』
　　
廣田 尚久著 
講談社　 
2007.1　 
請求記号：369.4ヒ

 
 

芸術の秋に読んでいただきたい音楽・
美術関係の本を集めてみました。

『文化芸術に親しむ』

『親子で学ぶ
　　　音楽図鑑
基礎からわかるビジュアルガイド』
　　キャロル・

ヴォーダマン ほか著
山崎 正浩訳
創元社2016.8　 
請求記号：760ウ

杉並区に生まれ育った詩人・谷川俊太郎（たにかわしゅんたろう）氏の著
書・書・写真パネルの他、自筆原稿や谷川氏が愛用しているTシャツなど
を展示します。また、谷川氏が朗読したCDの試聴コーナーもあります。

「どこに行っても谷川さんに会える」をコンセプトに、中央図書館全てを
キャンパスとして谷川さんの詩や写真などを展示します。読書に疲れてふ
と見上げると谷川さんの詩や写真がある。図書館全てが谷川さんの「こと
ば」（メッセージ）で溢れています。
協力：ナナロク社

「私が死んだら、児童養護施設に遺産を寄
付したいの」 自称「おへそ曲がり」の老
女からの依頼を受けて、敏腕弁護士が奔走
する! 将来のある子どもたちに捧げる、心
あたたまる感動ノンフィクション。

音楽のしくみや成り立ち、楽譜の読み方や
書き方、音楽理論、楽器の構造から音楽の
歴史まで、カラフルな紙面で詳説。重要な
作曲家やアーティストに関するコラムや、
音楽にまつわる雑学も満載。音源のダウン
ロードサービス付き。

特別展示
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展示期間：１１／２(金)～１２／５(水)

H・P・ラヴクラフトが作り出した架空の村「ダンウィッチ」と、そ
こでの怪事件に魅入られた作家たちが、それぞれの視点と恐るべき描
写で邪神が紡ぐ闇を切り裂く。クトゥルー作品をテーマにしたオマー
ジュ・アンソロジー。

『ダンウィッチの末裔』

菊地 秀行著，牧野 修著

くしまち みなと著

創土社　2013.5

請求記号：キ072

一般

キ072

新刊ピックアップnew

「クトゥルフ神話」とは、若き作家たちによって、20世紀前半
に創られた架空の神話体系。ゲーム、音楽、絵画、インターネ
ットなど、様々な分野に拡散し続ける、恐ろしくも魅力的な世
界観をビジュアルに紹介。

『ビジュアルで楽しむ「クトゥルフ神話」
　　　暗黒、邪悪、恐怖…迫り来る異形の神々を驚きのビジュアル化!』

森瀬 繚監修，レッカ社編著

PHP研究所　2011.9

請求記号：930.28モ

 

『いいたいことがあります！』
　

陽菜子は、中学受験をひかえた小学6年生。勉強も家の手伝いも

するよういわれているが、兄は家事をしなくていいらしい。納得

できない気持ちをかかえてすごす陽菜子だが、ある日、ふしぎな

女の子と出会って…。

魚住直子著　西村ツチカ絵

偕成社　2018.10

請求記号：913ウ（児童）

 

キ

930
28モ

一般

町を覆った奇妙な濃霧。中に踏み入った者は「何か」に襲われる…。
映画化、TVドラマ化された名作「霧」ほか、初期短編「ジョウント
」「ノーナ」など全5編を収録。<恐怖の帝王>スティーヴン・キング
の真髄を示す傑作選。

『ミスト

　　　　短編傑作選』

スティーヴン・キング著

矢野 浩三郎ほか訳

文藝春秋　2018.5

請求記号：BRキ

913
ウ

児童

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

クトゥルフ神話とは、ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
を中心に作られた架空の神話体系である。
様々な作品へ密かに影響を与えた物語を、是非ご覧ください。

※YAコーナーでTRPG体験コーナーやってます。

クトゥルフ神話



ー６ー ー７ー

月の

催し物ご案内

杉並区立

中央図書館

講演/講座/イベント

11

１１月１８日

（日）

聞いて楽しむお話の世界
時間：開場午後2時15分　

１部　午後２時３０分～３時

２部　午後３時１０分～４時10分

場所：地下視聴覚ホール

対象・定員：１部　幼児～小学校低学年

　　　　　　２部　小学校中学年以上の方

　　　　　　各回５０名（先着順、無料）

申込方法：当日、直接会場へ

内容：昔話の語りと絵本の読み聞かせによるお話会です。

子どもから大人まで楽しんでいただけます。杉並おはなしの会

「三つのりんご」と中央図書館との共催事業です。　　　

１１月１０日

（土）

１１月１７日

（土）

『上野正彦講演会』　

「逆さの視点」～死から生を見る～

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・定員：小学生以上　50名（申込順）

申込方法：※定員に達したため、受付けを終了いたしました。

好評により80名を超える人数のお申込みをお受けしている状況です。

当日のキャンセル待ちもございませんのでご了承ください。

大人のための朗読 
時間：午後2時～3時45分（開場：午後1時30分） 

場所：地下視聴覚ホール 

対象・定員：どなたでも　50名（当日先着順） 

申込方法：申込不要 

内容：杉みき子「ともしび」ほか

主催・問合せ先：七種（ななくさ）の会　

　　　　　　　　山埼　電話080-1063-3910

後援：杉並区教育委員会 

映画会

１１月１１日

（日）

１２月８日

（日）

16 ミリ映画会
「文化遺産を巡る」
時間：午後2時～3時15分（開場：午後1時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　50名（当日先着順）

申込方法：申込不要

内容：●「桂離宮」（昭和48年　23分）

日本庭園の代表－桂離宮のたたずまい、歴史的な背景などを描き、文

化遺産を守り継承することの大切さを自然に訴える。（文部省特選）

●「京都御所」（昭和49年　25分）

京都御所の建物としての芸術性と歴史的な意義を探る作品。千年前の

貴族の生活ぶりが手にとるようにわかり、一般に公開されていない御

所内部もあますところなくとらえている。

●「修学院離宮」（昭和49年　24分）

参観に多くの制限を受けるこの離宮の美しさを広く紹介する。日本造

園の伝統的手法の一つ“借景庭園”の理解がえられ、自然と建物の調

和した美しさを見ることができる。

※上映途中の出入りは自由です。

バリアフリー映画会 

「僕らのごはんは明日で待ってる」
時間：午後2時～3時50分（開場：午後1時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象・定員：どなたでも　60名（申込順）

申込方法：11月16日(金)午前9時から電話(03-3391-5754)・フ

ァクス(03-3391-7803) または直接、中央図書館へお申込みくだ

さい。

内容：2017年　日本

【監督】市井昌秀

【出演】中島裕翔、新木優子、片桐はいり　ほか 

無口でネガティブな亮太。太陽のように明るく超ポジティブな小春。

二人が大学生になったある日突然、小春は亮太に別れを切り出す。実

は、小春は亮太に言えない秘密を抱えていた。出会いから7年、運命

の恋が再び動き始める—！ 



月の予定　11

★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

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
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 ・

おはなし会

おはなし会

お話の世界

おはなし会

おはなし会 講演会

朗読会おはなし会

おはなし会

あかちゃん
おはなし会

おはなし会

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

★児童向けイベントの詳細は「なかよしつうしん」をご覧ください

１０月２７日～１１月９日は読書週間です。
中央図書館では読書ノートとしおりを

配布しています。

杉並区立中央図書館の

おはなし会

えいごおはなし会

映画会

毎月１回日曜日午前１０時３０分～（11/11）
場所：地下視聴覚ホール
ボランティアによる、えいごでの絵本の読み聞
かせや手遊びなどをいたします。

★えいごおはなし会


