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特集　　 「音楽の物語」

ナクソス・ミュージック・ライブラリー

一般展示「マイナー本の魅力」
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『音楽の進化史』

『ピアノの歴史』

小倉 貴久子／著
河出書房新社　2020.10
請求記号：763.2 オ

紀元前にまでさかのぼる音楽の歴史から、主に転換期と
なった部分を詳しく解説しています。今では当たり前と
なった現在の音楽が、どのように発展してきたのか。
専門用語が控えめで読みやすい文章なので、専門知識が
無くとも楽しめる一冊です。

ハワード・グッドール／著
夏目 大／訳
河出書房新社　2014.5
請求記号：762 ク

音楽に欠かせない
ものが楽器です。
ピアノが今の形に
なるまでの歴史を
職人、作曲家と共
に紹介しています。

カラー図解

今日私たちが聴いているクラ
シック音楽というのはどのよう
に成立していったのでしょうか。
楽譜の発明、和音の発見、そし
て楽器の発展とともに、作曲家
たちは様々な音楽を生み出して
いきました。今回は音楽の歴史
について紹介します。

柿沼 敏江／著 
音楽之友社　2020.2　
請求記号：762 カ

『＜無調＞の誕生』

20 世紀頃に発展し新たな
時代をつくった無調音楽。
調性音楽の否定・崩壊だと
されることもありますが、
本当にそうなのでしょうか。
無調とは何だったのか、時代
背景とともに紐解きます。

ドミナントなき時代の
                            音楽のゆくえ

音楽の物語

杉並区立図書館の利用カードをお持ちで、
自宅にインターネット接続できるパソコンがある方。
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図書館利用カードを持って、１階案内カウンターへお
越しください。ユーザー IDとパスワードが記載され
た用紙をお渡しします。
その後に、ご自宅のパソコンから「ナクソス・ミュー
ジック・ライブラリー」のサイトにアクセスし、お渡
しした IDとパスワードでログインしてください。

有効期間は、最初にアクセスした日の翌日から数えて
１４日間です。

※本サービスの利用は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
※その他、詳細は窓口にお問い合わせください。

ナクソス・ミュージックライブラリーとは、クラシックを
中心に１０万枚以上の CD を聴くことができる、インター
ネット音楽配信サービスです。ご自宅のパソコンからお楽
しみいただけますので、ぜひご活用ください。

NAXOS
MUSIC LIBRARY

利用できる方

利用手続き

利用期間

サービス利用のご案内



※本サービスの利用は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
※その他、詳細は窓口にお問い合わせください。
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中央図書館の蔵書数は約 69 万点。
人気の本は常に貸出状態。一方、
ずっと棚に眠っている本も多数。
今月はそんな書籍に光を当てまし
た。秀作、力作ぞろいです。
あなただけの一冊をみつけてみま
せんか？

高橋義夫／著
中央公論新社　2019.2
請求記号：A（中公新書 2531）

『火付盗賊改』
鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」

パスカル・ヴァレジカ／著
蔵持 不三也／訳
原書房　2022.1
請求記号：293.5 ウ

『写真と地図でたどるパリ歴史散歩
　　古さと新しさが交錯する街
                                パリを発見する18の旅  』

『自分をたいせつにする本』

『13 歳からの
レイチェル・カーソン』

世界の平和への第一歩は、一番身近な人間である自分自身を
大切にすることからスタート。自分が変わると、見える世界
が変わり、周囲が変わりだす。自分の心と身体をいたわる、
具体的な方法が紹介されています。

家族の問題、友情、
そして
思いがけない恋……。

『明日のひこうき雲』
Teens’  best selection 44

服部 みれい／著
筑摩書房　2021.7
請求記号：150 ハ

八束 澄子／著
ポプラ社　2017.4
請求記号：913 ヤ

レイチェル・カーソン日本協会／編
上遠 恵子／監修
かもがわ出版　2021.5
請求記号：289 カ

「雨の日と月曜日はいつも気が滅入る」
そんな有名なポップスの歌詞もありま
すが、気分の晴れないときは、無理せ
ずのんびり読書に浸ってみては？靴を
濡らす憂鬱な雨も、恵みの雨や浄化の
雨に。日々の色が変わるような、素敵
な本を集めました。

雨の日と

　 月曜日は

　2 階 YA コーナー特集
５月７日 ( 土）～ ７月６日（水）

時代小説でお馴染みの火付盗賊改。 正義
の味方、 時には仇役と渋い実力派集団の
イメージです。が、その実態は「？」。
多数の資料から、イメージとは全く異なる
実像に迫ります。

フランス人著者によるパリのガイドブッ
クです。 歴史的背景とともに 18 の散策
コースを紹介。写真も満載で、読めば行っ
た気分になる、いえ、 ますます行きたく
なる一冊です。

マイナー本の魅力
かくれた名作をさがせ

　１階 展示コーナー特集
５月７日 ( 土）～ ６月１日（水）

自然との向き合い方が
変わっていく。
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『図説なつかしの遊園地・動物園』

『かみはこんなにくちゃくちゃだけど』  

ジェットコースター、観覧車、コーヒーカップ、ゾウやフ
ラミンゴ……。昭和戦前～1970 年代の 47 都道府県の遊園
地・動物園を紹介。絵葉書、パンフレット、入場チケット、
園内図などから「あの頃のあこがれ」を探る。

生田 誠／著 河出書房新社　2022.3
請求記号： 689.5 イ

『香君  （上・下）』
上橋 菜穂子／著 文藝春秋　2022.3

請求記号： 913.6 ウエ

奇跡の稲、オアレ稲をもたらし、香りで万象を知るという
活神 < 香君 > の庇護のもと、帝国は発展を続けてきた。あ
るとき、オアレ稲に虫害が発生する。人並外れた嗅覚をも
つ少女アイシャは、オアレ稲に秘められた謎と向き合う。

ヨシタケ シンスケ／著 白泉社　2022.4
請求記号： 726.6 ヨ

歌手になりたいと願う女の子、続きが読みたいマンガがあ
る男の子……。こんな時代だからこそ、日常に小さな希望
を見つけたい。子どもだけでなく、大人も何度も開きたく
なる絵本。「あつかったらぬげばいい」の姉妹編。

新刊紹介
中央図書館に入った

７７

聞いて楽しむお話の世界

図書館からのご案内
　5月のイベント

新緑の輝く季節に、ゆったりとお話の世界を旅しませんか？
外国や日本の昔話などの語り、

ストーリーテリングを楽しんでいただきます。

※新型コロナウイルス感染症の流行状況によりましては、
　開催中止や延期の可能性があります。
※必ずマスクをしてご参加ください。

日時　５月２１日（土）午後２時～３時３０分

会場　中央図書館　地下　ホール

主催　杉並おはなしの会『三つのりんご』

対象・定員　中学生以上・３０名（申込順）

申込　５月１日（日）より

　　　電話（０３－３３９１－５７５４）

　　　または直接中央図書館１階案内カウンターへ



図書館だより
２０２２年 ５月 １ 日
杉並区立中央図書館　発行

公式HP所在地
〒１６７－００５１
杉並区荻窪３－４０－２３
☎ ０３－３３９１－５７５４

新型コロナウイルス感染防止の為
マスク着用をお願いいたします。
長時間のご利用はお控えください。

詳細は 
なかよしつうしん 
をご覧ください。

　 ：おはなし会
　：あかちゃんタイム

詳しくは、図書館カレンダー、
図書館ホームページをご覧ください。

開館時間
月～土　　９：００～２０：００
日・祝　　９：００～１７：００
休館日　　第１・第３木曜日

5 月 のカレンダー

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

11 22 33 44 55 66 77

88 9 9 1010 1111 1212 1313 1414

1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121

2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828

2929 3030 3131

聞いて楽しむ
お話の世界

※5/5 が祝日のため 5/6 が休館になります。


