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バッハ晩年の傑作「音楽の捧げもの」はどういう経緯で誕生したのか? 

作品に込められたメッセージとは? 後期バロックと初期啓蒙主義という

時代の衝突から生まれた名曲を、バッハとフリードリヒ大王の人生をも

とに読み解く。

著　者：ジェイムズ・R・ゲインズ
白水社　2014.6
請求記号：762.3ハ
★中央のみ所蔵

289
へ

児童

耳が聞こえなくなる苦境に負けず、「運命」「英雄」「歓喜の歌」

など数々の名曲をつくりだしたベートーベン。音楽に情熱をかけた

天才作曲家の人生をまんがで紹介。解説「ためになる学習資料室」

も掲載。

『ベートーベン』

著　者：迎　夏生
監　修：ヤマハミュージックメディア監修
ポプラ社　2011.12
請求記号：289へ（児童）
★中央・永福・柿木　他２館所蔵

ロマン派の音楽の歴史的背景から、原典資料とエディションまでを論

じ、当時の演奏家による譜面の解釈、鍵盤楽器、弦楽器、管楽器、歌

唱についても解説する。巻末には本文に関連したCDガイド付き。

アントニー・バートン／編
角倉　一朗／訳
音楽之友社　2016.3
請求記号：762ハ
★中央・西荻　所蔵

『ロマン派の音楽』

762
ハ

一般

展示期間：１２/２(金)～１２/３０(金)
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バッハとフリードリヒ大王

762
3ハ

一般

コミック版世界の伝記

（一般展示コーナーにて関連本展示中）

歴史的背景と演奏習慣

『「音楽の捧げもの」が生まれた晩』

クラシック音楽の三大国
今回は、ドイツ・ロシア・フランスの作曲家にスポットを当てました。
個性的なのにそれぞれの国の色が出ています。国の背景を知ると一度は
耳にしたあの曲もいつもとは少し変わるかもしれません。

♥
♥
♥

♥

ー3ー

『もっと伝えたい
　　　　　　　　　　　』 

著　者：藤田　康文
大日本図書　2008.3
請求記号：369.2フ
★中央・下井草　所蔵

一般

369
2フ

バリアフリー映画で感動を分ち合うグループ、拡大読書器で元気の

種をまく人…。さまざまな事情から、コミュニケーションの意味や

難しさを自問しながらも、伝えることをあきらめずに生きている人

たちを紹介します。

１１月２８日～１２月４日は「杉並区障害者週間」です。
今年の４月１日には障害者差別解消法が施行されました。障害の有無に
関係なく、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて
考えてみよう！

広げよう、思いやりの輪
ー杉並区障害者週間ー

近藤富枝追悼展特別展示

荻窪在住の作家・近藤富枝さんが９３歳で逝去されました。
婦人雑誌のルポライターとして活躍された後、「本郷菊富士ホテル」など多く
の著作を残され、その半生をモデルとした NHK連続テレビ小説「本日も晴天
なり」も制作されました。
今回の展示は、ご遺族の全面的なご協力のもと、貴重な自筆原稿・写真や著書
などを展示します。
一階カウンター前の展示コーナーでは、貸出可能な本を展示しています。

コミュニケーションの種をまく

『田端文士村　文壇資料』

著　者：近藤 富枝
講談社 　1977
請求記号：S00.91フ（杉並資料室）
★中央・柿木・阿佐谷所蔵　

杉並資料

S00
91フ

『馬込文学地図　文壇資料』

著　者：近藤 富枝
講談社　1976.10
請求記号：S00.91ﾌ（杉並資料室）
★中央・阿佐谷所蔵

杉並資料

S00
91フ

展示期間：１２/２(金)～１２/３０(金)

展示期間：１２/３(土)～１/１４(土)
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展示期間：１２／２(金)～１２／３０(金)

「古事記」と「日本書紀」それぞれのあらすじと各話の詳細を順を

追って掲載し、舞台となる場所を現在の写真と地図で紹介する。記

紀の舞台としての九州・出雲・近畿を写真や図表とともにめぐるカ

ラーページも収録。

『地図と写真から見える！
　古事記・日本書紀、豊富なビジュアルで日本
　　　　　　　　　　　　　人の心を知る！』

編　者　山本 明

西東社　

2011.8

請求記号：21３ヤ

★中央・南荻窪・下井草　他２館所蔵

日本語の「幽霊」を意味する中国語「鬼」は、現代の

台湾でどのように語られているのか。海を渡って日本

から台湾に広まって、台湾流にアレンジされた怪談・

怪異を、実例=怖い話とともに紹介し、台湾のオカルト

事情に迫る。

『現代台湾鬼譚
　　～海を渡った「学校の怪談」～』
　　　

編　者　伊藤 龍平

　　　　謝 佳静

青弓社　2012.８

請求記号：388イ

★中央・南荻窪　所蔵　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「いじわる」は、暴力的な集団だけで起こるのではない。

ごくふつうの人々の、ごくふつうの関係において日常的に

見られる-。人がいじわるをする理由を、哲学者たちの思想

や言葉を紹介しながら考える。

『人がいじわるする理由はなに？』

ドゥニ・カンブシュネ/文

ギヨーム・デジェ/絵

伏見 操/訳

岩崎書店　201６.10

請求記号：150カ

★中央・永福・高円寺 他８館所蔵

日本・韓国・フランスの民話や民間信仰のなかの<異郷>を読み解き

妖怪・幽霊・神・祖霊を語り伝えてきた物語の構造と世界観をさぐ

る、比較民俗学の試み。

『妖怪・神・異郷
　　～日本・韓国・フランスの民話と民俗～』

著　者　樋口 淳

悠書館　2015.４

請求記号：388ヒ

★中央のみ所蔵

日本人の豊かな感性や、民族の精神を語り継ぐ怪談

話。次代の子どもたちに語り伝えたい、怖いけれど

おもしろくなつかしいショートストーリー。座敷ボ

ッコ、ヒトダマ、キツネの嫁入りなど39話収録。

『怖い夜』
　　
著　者　いちだ きいち

小学館　2005.7

請求記号：388イ

★中央・永福・成田　他２館

388
ヒ

一般

388
イ

一般

213
ヤ

一般

388
イ

一般
神話、民話、都市伝説をあつめてみました。

怖いお話、愉快なお話、不思議なお話。さまざまなお話しが

あなたを待っています。のぞいてみて下さい

150
カ

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

New!
新刊ピックアップ



時間：午後２時～４時１０分（開場：午後１時30分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児から中学生とその保護者（大人のみの参加はできません）

定員：５０名（当日先着順）

１２月２４日

（土）
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１２月６日(火)～１２月９日(金)

１０月１日(土)～１２月１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。

宮前図書館

西荻図書館

※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。

「いたずら天使ミッシェル」

『映画で世界一周！～スウェーデン編』
親子映画会

冬休み読書チャレンジ　はじまります！

１２月２３日（金 ) ～１月９日（月）

お子様を対象とした、冬休み読書推進シールラリーです。本を３冊以上借り
るか、感想を書くと、シールが１枚づつもらえます。（おはなし会への参加
でももらえます）シールがたまるとプレゼントがもらえます！

主催：ちいさなひとのえいががっこう

ー６ー

月の

催し物ご案内１２杉並区立

中央図書館

科学あそびの会『お正月かざりをつくろう』

講師：原田　佐和子さん（科学読物研究会）

時間：午前１０時～１２時

場所：児童資料室（児童コーナー２階）

対象：幼児～小学生（小さなお子様は保護者の方とご参加下さい。）

定員：２０名（申し込み順）※１２/２（金）より受付

１２月１７日

（土）

クリスマス工作会

１２月２３日

（祝日・金）

「くちびるに歌を」バリアフリー映画会
聴覚や視覚に不自由のある方や高齢者の方でも一緒に楽しめるように、

字幕や音声解説が付いた作品です。

１２月３日

（土）

時間：午後2時～４時15分（開場：午後１時30分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：６０名（申込み順）※11/15（水）より受付中

「フランダースの犬」16 ミリ子どもー映画会

名作 TV シリーズ「フランダースの犬」の劇場公開版長編アニメです。

1997 年　日本。　監督 / 黒田昌郎　脚本 / 丸尾みほ

原作 / ウィーダ（マリー・ルイーズ・ド・ラ・ラメー）

１２月１１日

（日）

時間：午前10時～11時30分（開場：午前９時３０分）

場所：地下視聴覚ホール

定員：50名（当日先着順）

『スノードームとクリスマスの帽子をつくろう』

時間：午後１時３０分～午後３時

場所：地下視聴覚ホール

対象：スノードーム→小学生以上

　　　クリスマス帽子→３歳以上（保護者同伴）

※詳しくは館内掲示、「なかよしつうしん」をご覧ください。

定員：スノードーム工作15名　帽子工作20名（当日先着順）
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日 月 火 水 木 金 土
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29 30
あかちゃん
　タイム

月の予定 12
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

本年もご利用ありがとうございました。
また来年のご来館をお待ちしております！

☆臨時休館
宮前：12月6日(火)～12月9日(金)（蔵書点検のため）
西荻：10月１日(土)～12月１日(木）

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ページをご覧ください。
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2725 28

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。

31

３２１ ４ ６ ７５
2017年１月

※12/31( 土 )~1/5( 木）は年末年始・館内整理のため休館いたします。

★バリアフリー映画会

★科学あそびの会

★親子映画会★クリスマス工作会

★子ども映画会


