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【武蔵野市立関前南小学校

 

 

【祭りと音楽
祭りになくてはならない音楽として、祭囃子（まつりばやし）があ

ります。

全国的には、山鉾（やまぼこ）の上で太鼓や

で演奏される京都の祇園囃子が有名ですが、東京近辺にも伝統的な祭

囃子が継承・発展されてきています。

なか

（神田祭と山王祭）に加わるようになって発展し、山車の流行ととも

に各地に伝

ない演奏のみの素囃子

 小学校の設備としては珍しく

れた子供相撲用の土俵を活用しています。「相

撲」を通して、

を大切にする

動の仕方を学ぶ機会として、大切な取組です。
 

【神幸祭の鳳輦（ほうれん）神輿】

【武蔵野市立関前南小学校

【祭りと音楽
祭りになくてはならない音楽として、祭囃子（まつりばやし）があ

ります。 

全国的には、山鉾（やまぼこ）の上で太鼓や
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例えば、神田囃子の場合、楽器の編成は篠
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鉦（かね）

江東区深川の木場では、水上の角材に乗っ

て曲芸を披露する「角乗（かくのり）」が伝承

されていますが、そこでは、半纏（はんてん）

を着た演者が、葛西囃子に合わせて演技を行
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「関前場所」とは？
１年生から６年生まで全校児童が力士とな

り、東西２チームに分かれて試合をします。
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★都立中央図書館

○ 企画展示「大海を渡れ！

☆ 平成２７年９月１０日（木）から１０月２５日（日）まで（

まで（金曜日は午前１０時から午後８時まで）

☆ ４階企画展示室

【休館日

古代から近代までの日本の留学生の足跡・偉業や、彼らがもたらしたもの

を紹介する企画展示を実施します。空海が留学先の唐から持ち帰ったとされ

る『三教不斉論（さんぎょうふせいろん）』を書き写した江戸期の貴重な写

本（当館蔵書）や「明治の三書」（『西洋事情』『西国立志編』『輿地誌略（よ

ちしりゃく）』）の原本のほか、岩倉使節団、森鷗外、夏目漱石らの留学事情

を関連資料とともに展示します。また、現代の留学者数の推移等をパネルで

紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。
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る計画が進められています。我が
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「リオ五輪に向けて！

☆ 平成２７年

☆ ３階人文科学系資料・閲覧室入口

２０１６年リオデジャネイロオリンピック開会式まで１年を切り

ました！オリンピックを前に、今月８月２２日（土）から８月３０日

（日）まで、世界陸上競技選手権大会（世界陸上）が、中国の北京で

開催されます。今大会の個人種目を８位以内で入賞した

リオ五輪に条件付きで内定します。大会に関連し、陸上に関する資料

注目の陸上選手を雑誌で紹介しています
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社会・自然科学系資料・閲覧室及び、

現在、フランス政府が中心となり、建築家ル・コルビュジエが設計した関係

７ヵ国（フランス・スイス・ドイツ・ベルギー・日本・アルゼンチン・インド）

に点在する代表的な建築作品を、一括してユネスコの世界遺産リストに登録す

る計画が進められています。我が国からは国立西洋美術館本館がエントリーさ

れており、登録への期待が高まります。 

２階トピック展示ではコルビュジエとその建築について、３階美術

ナーでは国立西洋美術館を中心に資料を御紹介します。

伝統・文化に関するイベント等

 

※本資料に対する御意見・御感想や、本資料の活用実践等がありましたら、以下担当へ御

連絡ください。今後の資料作成の参考とさせていただきたいと考えております。

留学いま・むかし-」 

平成２７年９月１０日（木）から１０月２５日（日）まで（

まで（金曜日は午前１０時から午後８時まで））

９月１８日（金）・１０月１日（木）・１０月１８日（日）】

古代から近代までの日本の留学生の足跡・偉業や、彼らがもたらしたもの

を紹介する企画展示を実施します。空海が留学先の唐から持ち帰ったとされ

る『三教不斉論（さんぎょうふせいろん）』を書き写した江戸期の貴重な写

本（当館蔵書）や「明治の三書」（『西洋事情』『西国立志編』『輿地誌略（よ

ちしりゃく）』）の原本のほか、岩倉使節団、森鷗外、夏目漱石らの留学事情

を関連資料とともに展示します。また、現代の留学者数の推移等をパネルで

紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。

2020 年へ向けての応援シリーズ

「リオ五輪に向けて！

平成２７年９月３０日（水）まで

３階人文科学系資料・閲覧室入口

２０１６年リオデジャネイロオリンピック開会式まで１年を切り

オリンピックを前に、今月８月２２日（土）から８月３０日

（日）まで、世界陸上競技選手権大会（世界陸上）が、中国の北京で

開催されます。今大会の個人種目を８位以内で入賞した

リオ五輪に条件付きで内定します。大会に関連し、陸上に関する資料

注目の陸上選手を雑誌で紹介しています

「あの日、あの時、あの時代」
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現在、フランス政府が中心となり、建築家ル・コルビュジエが設計した関係

７ヵ国（フランス・スイス・ドイツ・ベルギー・日本・アルゼンチン・インド）
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紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。

年へ向けての応援シリーズ

「リオ五輪に向けて！ 世界陸上北京」

９月３０日（水）まで

３階人文科学系資料・閲覧室入口

２０１６年リオデジャネイロオリンピック開会式まで１年を切り

オリンピックを前に、今月８月２２日（土）から８月３０日

（日）まで、世界陸上競技選手権大会（世界陸上）が、中国の北京で
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国からは国立西洋美術館本館がエントリーさ

２階トピック展示ではコルビュジエとその建築について、３階美術

紹介します。 

伝統・文化に関するイベント等

【担当】

東京都教育庁指導部指導企画課

※本資料に対する御意見・御感想や、本資料の活用実践等がありましたら、以下担当へ御

連絡ください。今後の資料作成の参考とさせていただきたいと考えております。

平成２７年９月１０日（木）から１０月２５日（日）まで（午前１０時から午後５時３０分

９月１８日（金）・１０月１日（木）・１０月１８日（日）】 

古代から近代までの日本の留学生の足跡・偉業や、彼らがもたらしたもの

を紹介する企画展示を実施します。空海が留学先の唐から持ち帰ったとされ

る『三教不斉論（さんぎょうふせいろん）』を書き写した江戸期の貴重な写

本（当館蔵書）や「明治の三書」（『西洋事情』『西国立志編』『輿地誌略（よ

ちしりゃく）』）の原本のほか、岩倉使節団、森鷗外、夏目漱石らの留学事情

を関連資料とともに展示します。また、現代の留学者数の推移等をパネルで

紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。

年へ向けての応援シリーズ

世界陸上北京」 

９月３０日（水）まで 

３階人文科学系資料・閲覧室入口 

２０１６年リオデジャネイロオリンピック開会式まで１年を切り

オリンピックを前に、今月８月２２日（土）から８月３０日

（日）まで、世界陸上競技選手権大会（世界陸上）が、中国の北京で

開催されます。今大会の個人種目を８位以内で入賞した

リオ五輪に条件付きで内定します。大会に関連し、陸上に関する資料

ので、是非お立ち寄りくだ

「あの日、あの時、あの時代」 

日（水）まで 

 

70 年を迎え

や戦後の復興に関わる資料を展示しています。当時

「ル・コルビュジエの建築」

階人文科学系資料・閲覧室

現在、フランス政府が中心となり、建築家ル・コルビュジエが設計した関係

７ヵ国（フランス・スイス・ドイツ・ベルギー・日本・アルゼンチン・インド）

に点在する代表的な建築作品を、一括してユネスコの世界遺産リストに登録す

国からは国立西洋美術館本館がエントリーさ

２階トピック展示ではコルビュジエとその建築について、３階美術情報コー

伝統・文化に関するイベント等
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東京都教育庁指導部指導企画課
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※本資料に対する御意見・御感想や、本資料の活用実践等がありましたら、以下担当へ御

連絡ください。今後の資料作成の参考とさせていただきたいと考えております。

午前１０時から午後５時３０分

古代から近代までの日本の留学生の足跡・偉業や、彼らがもたらしたもの 

を紹介する企画展示を実施します。空海が留学先の唐から持ち帰ったとされ 

る『三教不斉論（さんぎょうふせいろん）』を書き写した江戸期の貴重な写 

本（当館蔵書）や「明治の三書」（『西洋事情』『西国立志編』『輿地誌略（よ 

ちしりゃく）』）の原本のほか、岩倉使節団、森鷗外、夏目漱石らの留学事情 

を関連資料とともに展示します。また、現代の留学者数の推移等をパネルで 

紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。
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オリンピックを前に、今月８月２２日（土）から８月３０日

（日）まで、世界陸上競技選手権大会（世界陸上）が、中国の北京で

開催されます。今大会の個人種目を８位以内で入賞した日本人最上位

リオ五輪に条件付きで内定します。大会に関連し、陸上に関する資料

是非お立ち寄りください。

年を迎えることから、

当時の日本の様子等を

「ル・コルビュジエの建築」 

階人文科学系資料・閲覧室 

現在、フランス政府が中心となり、建築家ル・コルビュジエが設計した関係 

７ヵ国（フランス・スイス・ドイツ・ベルギー・日本・アルゼンチン・インド） 

に点在する代表的な建築作品を、一括してユネスコの世界遺産リストに登録す 
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※本資料に対する御意見・御感想や、本資料の活用実践等がありましたら、以下担当へ御 

連絡ください。今後の資料作成の参考とさせていただきたいと考えております。 

午前１０時から午後５時３０分

紹介するとともに、海外留学支援制度などの各種事業を掲載したパンフレットを配布します。 
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