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『祭り』は『魂』の爆発？トマトを投げたり、水を掛けたり、バンジージャンプも
あり…。年に一度の豪華な衣装や料理も楽しみです。『祭り』を求めて世界
をめぐってみましょう！

ー２ー

おみこしぶっ壊しまくり! 泥神様と追いかけっこ! 抱腹絶倒、

奇妙奇天烈な「ありゃまあ」祭りをターゲットに取材敢行。

『自遊人』連載に加筆し単行本化。

『日本の花火はなぜ世界一なのか？』

著　者　泉谷　玄作
出版者　講談社　2010.6
★中央・永福・宮前　他４-館所蔵　

ヨーロッパの刺繡から南米のカラフルな配色まで、心ときめくおし

ゃれで可愛い世界の衣装164点をエリア別に紹介。失われつつあ

る民族の伝統を伝える写真集。

『世界の衣裳～Clothes～  』

出版者　ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ　2011.10
★中央・高円寺・西荻　他３館所蔵

著　者　椎名　誠
出版者　株式会社自由人　2008.3
★中央・永福・柿木　他６館所蔵

『ニッポン　ありゃまあ　お祭り紀行』

6.5秒に6回変色! 日々進化をとげている日本の花火について、

入門知識から最高技術までを、豊富な写真とともにわかりやす

く紹介。花火鑑賞必携の一冊。

展示期間：７／３(金)～８／５(水)
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傘祭り、マーカブーチャー(万仏節)、水牛レース…。仏教

色の強い伝統的な祭りから、習慣や民間信仰に基づく地方

の祭り、スポーツイベントまで、楽しいタイの祭りを豊富

な写真とともに紹介する。

『タイの祭り』

著　者　梶原　俊夫
出版者　めこん　2013.6
★中央・西荻・下井草・今川　所蔵
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クリスマスからロック・フェスまで、現在イギリスで行なわれてい

る祭事の起源と変容を、風土・歴史・宗教・文学との関係をみなが

ら豊富な図版とともに紹介。イギリス文化を知る恰好の一冊!

『イギリス祭事カレンダー』

著　者　宮北惠子・平林美都子
出版者　彩流社　2006.9
★中央・西荻　所蔵

『アンデス、祭りめぐり』

著　者　鈴木　智子
出版者　青弓社　2000.4
★中央のみ所蔵

『イタリア・フェスタ紀行 』

文・写真　山田　和子
出版者　平凡社　2000.7
★中央・柿木・西荻　他２館所蔵

ヴェネツィアの仮装カーニヴァル、シエナの夏のパリオ祭、フォリ

ーニョの馬上槍試合などイタリアの有名な11の祭りを紹介。多彩

な写真でカーニヴァルの熱気が伝わってくる一冊。
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『ラテンアメリカをご一緒に 』

著　者　石森広美 
出版者　東洋出版　1999.3

★中央のみ所蔵
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一般 ラテンアメリカといえば、サ

ンバやタンゴに代表される「

情熱」がうかぶ。しかし、そ

れとはちがう、もうひとつの

音色がそこにはある。フォル

クローレ奏者の著者がラテン

アメリカへの旅に誘う。

神々への畏敬の念をこめたコ

イヨリッティの巡礼、町を舞

台にした壮大なドラマのよう

な聖カルメンの祭り…。大自

然の力が人々を衝き動かすア

ンデスの祭りと、独自の暮ら

しぶりを紹介する。
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館内展示コーナーにて、10代の読者に

向けて、毎月テーマを変えて、読んで

ほしい本を独自に選んでご紹介してい

ます。子どもでもあり、大人でもある

貴重なこの時期に、図書館の本が、自

分のアンテナを広げるきっかけになれ

ば幸いです。
～10代のあなたへ～

？
本

ＹＡ特集

この
いかが

展示期間：７／３(金)～８／５(水)

中学生の学校演劇用はもちろん、内容的には高校生や若い人たちの

劇団が演じても手応えのある脚本ぞろい。情操教育の一環として、

高校生や若者、大人が参加しての、地域での上演にも最適。

ジャズは昔も今も、そしてこれからも世界一尖った音楽であり続けるだろう。

ジャズには音楽要素のすべてがある、そう言いたくなる程、広くて深い。

難しい音楽だ。でも、慣れてしまえばこれ程たまらない音楽も無い。

中学生が自分たちだけで相談し、練習し、上演できる脚本を厳選し

紹介。幼なじみ三人は、幼かった頃の失われた過去をとりもどそう

とするが…。「麦わら帽子」他クラブ用作品11本を紹介。

『響き合うドラマ中学校劇
　　　　　　　　　演劇部』

『読んで演じたくなるゲキの本
                                    中学生版』

著　者　　布勢 博一　他
出版者　幻冬舎　 2006.6
★中央・南荻窪・下井草　所蔵
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各種スタッフのための実践技術を解説。舞台美術教室、照明教

室、音響効果教室を収める。イラストなどを豊富に使い、一般

的な知識から、とっておきのマル秘テクニックまで教授する。

『高校生のための実践演劇講座
　　　　　　　　　　　　　第2巻』

監　修　つか こうへい
出版者　白水社　1997.7
★中央・高井戸・方南　他１館所蔵
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『ザ・ドゥー・バップ・ソングＥ
Ｐ／マイルス・デイヴィス 』

演奏者　マイルス・デイヴィス　
出版者　ワーナー・ミュージック・ジャパン 1992
★中央のみ所蔵
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『プレスティッジ・ベスト　スイ
ングジャーナル・リーダーズ・リ
クエスト』
　
出版者　ビクター・エンタテインメント  2000
★中央のみ所蔵
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ジャズ

『感情的JAZZコレクション』

著　者　寺島 靖国 
出版者　講談社　 　1992.6
★中央・阿佐谷　所蔵

764.7ﾃ
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ジャズオタク漫画「ラズウェル細木のトキメ

キジャズタイム」収録。

『ジャズ批評　
１９８９年８月～１２月』
出版者　松坂　 　2000.4

★中央　所蔵
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中学生・
高校生の
ための

８月の３日・４日に演劇ワークショップを行います。

身体と声を使いながら、本の中の世界を楽しく立体化してゆくワークショップです。

それにあわせ演劇に関する本を集めてみました。中央図書館の展示コーナーにて展示していま

す。ぜひご覧ください。（行事については６,7ページをご覧ください。）

昔かたぎのジャズ喫茶
マスターのこだわり満載

マイルス・デイヴィスの
最後の作品

ジャズの宝が凝縮された一枚！

監　修　北島 春信

出版者　小峰書店　1997.4

★中央・西荻・阿佐谷　他１館所蔵

ワークショップワークショップ
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７月７日(火)～７月１０日(金)

★特別整理(蔵書点検)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。

方　南

なつやすみチャレンジ！ 

７/１８(土）～８/３１（月）

今年もやります！夏休みチャレンジ。本を３冊借りるか本の感

想を書くと、シールがもらえます。

シールを集めると素敵なプレゼントが…！

中学生・高校生のための演劇ワークショップ月.火

3.4

★演劇経験がまったくない方でも、楽しく参加できます！

講師：中野　志朗（文学座演出部所属）

対象：中学生・高校生（未経験者大歓迎！）

場所：地下視聴覚ホール

定員：15名（申込み先着順）

★事前の申込みが必要です　電話または直接中央図書館カウンターへ

※７月１日申込み受付開始

★★　　月の行事のお知らせ★★

８月３日（月）　１０時～１７時
８月４日（火）　１０時～１７時（15時より小発表会を予定）

８

※両日とも参加できる方

ー６ー

月の

催し物ご案内７杉並区立

中央図書館

あかちゃんおはなし会～あかちゃんといっしょに絵本で遊ぼう～

対象：０・１・２歳児と保護者

時間：午前11時～（約40分）　場所：地下視聴覚ホール

事前のお申込は不要です。直接会場へおこしください。

水

15

ホッツェンプロッツに変身！ワークショップ

対象：児童と保護者

時間：午後２時５０分～１６時３０分　場所：地下視聴覚ホール

※詳しい内容はお問い合わせください

月

20

映画で世界一周！～ドイツ編～

『大泥棒　ホッツェンプロッツ』他

「ちいさなひとのえいががっこう」による親子映画会

時間：午後１時～４時３０分　(開場12時45分）

場所：地下視聴覚ホール

対象：幼児～中学生とその保護者

定員：各回５０名(事前申込不要)

★大人のみの参加はご遠慮ください★

映画会こども
５月１８（土）・１９（日）・２０（月　祝日）

主催：ちいさなひとのえいががっこう　後援：杉並区教育委員会

第２回　タイムスリップ工作会　七夕忍者になろう！

対象：児童と保護者

時間：午後２時集合　場所：地下視聴覚ホール

定員：先着20名　★てぬぐいを持参してください

土

４
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月の予定

月 火 水 木 金

７
杉並区立中央図書館の

日

8 9 11

13 15 16 18

※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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★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

毎週火曜日午前１０時３０分～正午
場所：児童コーナー
あかちゃん連れの利用者の方を、図書館スタッフがサポー
トします。頼れるボランティアさんもいますので、あかち
ゃんのための絵本の選び方や読み聞かせの方法など、お気
軽にご相談ください。

お話会

お話会
あかちゃん
　タイム

22

29 30

お話会

お話会

お話会

14

・

あかちゃん
　タイム

あかちゃん
　タイム

17

10

24

27

１８日～夏休みチャレンジが始まります！

・
あかちゃん
　タイム

☆臨時休館
方南：７月７日～７月１０日（蔵書点検のため）

お話会

お話会

31
お話会

・ ・

お話会
赤ちゃんお話会

七夕工作会

工作会
こども映画会

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


