
 

『初めてでもできる！ 
『黒板アート』の描き方事典』 

 

小野 大輔 著 

明治図書出版／2021 
ISBN 978-4-18-567419-5 

 

6月 真珠・ムーンストーン 
 
「宝石のクイーン」とも呼ばれる真珠。軟体動物の外

套膜(がいとうまく)が体を守るために分泌する炭酸カル
シウムが球状に層を重ねたものです。福井県鳥浜貝塚か
らは装飾品と見られる 5500 年前の真珠が見つかり、正
倉院宝物「御冠残欠(おんかんむりざんけつ)」には 3830 個
も使われています。珍重され採取されたため、天然の真
珠貝は絶滅した種も多いそうです。 
ムーンストーンの和名は月長石。地殻の重量の約 60％

を占める長石(ちょうせき)類の中で、カリウムを主成分
とする正長石のうち、青白い柔らかな光を宿すものを指
します。インドの神話では月光が固まったものとされ、
恋の未来を予言する力もあるそうな。 

 
7月 ルビー 
 
酸化アルミニウムの鉱物で、六角

柱状の結晶「コランダム」の、赤い
ものをルビーと呼びます（それ以外
はサファイアです）。赤色は微量に
含まれるクロムによります。19 世
紀末から人工合成ルビーも作られ、
滑り止めなど工業用に広く用いら
れています。天然ものの産地はミャ
ンマーが有名です。そのミャンマー
の若者たちも連帯を呼び掛けてい
る「ミルクティー同盟」、あなたは
どう考えていますか。 

 

3/1～4/15に受け入れた本の中から 
各館の担当が「これはイチオシ！」と 
自信を持ってオススメする本をご紹介。 

『あこがれのアスリートになるための 
50の挑戦』 

 
ピエルドメニコ・バッカラリオ 

マッシモ・プロスペリ 著 
アントンジョナータ・フェッラーリ 絵 

有北 雅彦 訳 
太郎次郎社エディタス／2021 

ISBN 978-4-8118-0846-8 
 

篠 
 

崎

『コピックスターティングＢＯＯＫ』 
 

高河 ゆん イラスト 

三才ブックス／2021 

ISBN 978-4-86673-235-0 

 

『お笑い芸人と学ぶ    
13歳からのＳＤＧｓ』 

 
たかまつ なな 著 
佐藤 真久 監修 
くもん出版／2020 

ISBN 978-4-7743-3094-5 

『考えない猫が教える    
脱力系哲学の言葉』 

 
原田 まりる 著 
関 由香 写真 
大和書房／2021 

ISBN 978-4-479-39353-5 
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『見知らぬ友』 
 
マルセロ・ビルマヘール 著 
宇野 和美 訳 
オーガ フミヒロ 絵 
福音館書店／2021 
ISBN 978-4-8340-8468-9 

中 
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『値段がわかれば社会がわかる』 

 

徳田 賢二 著 

筑摩書房／2021 

ISBN 978-4-480-68391-5 

 
『恋話(こいばな)ミラクル 1 ダース』 
 

にかいどう 青 著 

講談社／2020 

ISBN 978-4-06-521058-1 
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『平安男子の元気な！生活』 

 
川村 裕子 著 

岩波書店／2021 

ISBN 978-4-00-500930-5 

葛 
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【参考文献】『真珠の博物誌』松月清郎 研成社／『宝石の科学』宝石と生活研究会編著 日刊工業新聞社／『宝石』ロナル
ド・ルイス・ボネウィッツ 伊藤 伸子訳 化学同人／一般社団法人日本ジュエリー協会 HP http://jja.ne.jp 
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石ことば： 
情熱、仁愛、威厳 

 

 
石ことば： 
健康、長寿、富 

 

第十六回 「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」 

 YouTube チャンネルの「THE FIRST TAKE」が人気

だ。このチャンネルについて簡単に説明すると「アーテ

ィストが楽曲をやり直し無しの一発撮りで披露する」と

いうシンプルなものになる。これは一発撮りだからこそ

の緊張感や様々な感情が音に乗って、生のライブを聴い

た時のような体験となる。そこにこのチャンネルの面白

さがあるだろう。 

 通常、アーティストの楽曲というのは、基本的にはそ

れとは逆で、何度もテイクを重ねてより良いものを探し

ていく作業で創られる。一つの音や表現にこだわり、地

道な作業を何日もかけて積み重ね、洗練された綺麗な一

曲が出来上がっていく。同じ録音された曲でありなが

ら、まったく違って聴こえるのはこのためだ。 

 図書館の邦楽にはライブ盤のＣＤは少ないが、クラシ

ックＣＤなどはライブ録音のものも多い。同じ曲でもス

タジオ録音のものと聴き比べて楽しむのもいいのではな

いか。 

（文責・那珂爺） 

ショート・ライナー 

●『ぼくたちは幽霊じゃない』ファブリツィオ・ガッテイ 
 関口 英子 訳 岩波書店 ISBN:978-4-00-116418-3 

●『ふるさとって呼んでもいいですか』ナディ 
山口 元一 解説 大月書店 ISBN:978-4-272-33096-6 

●『国ってなんだろう？』早尾 貴紀 平凡社  ISBN:978-4-582-83716-2 

THE FIRST TAKE https://www.thefirsttake.jp/ 

THE FIRST TAKE YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q 

見えてる？ 

見えない？ 見えてない？ 
突然ですが、質問です。 

「そこにいるけど、見えないものってなーんだ？」 
と聞かれたら、あなたは何を思い浮かべますか。 
いるけど見えない。例えば、私たちがなんとかして避けよ

うとしている、ウイルス。空気も見えないけれど存在してい
ます。私たちの周りには見えないものがたくさん存在して
いる、と言われると、少し不気味な気がするかもしれませ
ん。幽霊、なんかを思い浮かべる人もいたでしょうか。 
 
『ぼくたちは幽霊じゃない』に登場するのは、まさに「そ

こにいるけど、見えない」人々。実話を元にした物語です。
貧しさのために故郷アルバニアを離れ、命がけの密航をし
てイタリアで暮らすことにしたヴィキの一家。イタリアに
行けば素敵な生活が送れる、と思いきや、着いた家には水道
も電気もない。そこで彼らは警察に見つからないように息
を潜めて幽霊のように過ごします。学校に通えるようにな
っても、家のことは友達に言えません。僕たちは悪いことし
ているの？ 真面目に勉強をして働いているのに、どうして
ひどい扱いを受けているの？ とヴィキは考えます。 
 
仕事を求めて海外から移り住む。それは日本でも起こっ

ています。『ふるさとって呼んでもいいですか』のナディさ
んは、幼い頃にイランから日本へ移り住みました。ドラマや
アニメを見て、日本ってみんな着物を着ているの？ ハチが
喋るの？ と無邪気に楽しみに日本にやってきた彼女は、言
葉や文化、さまざまな壁にぶつかりながらもひたむきに成
長していきます。日本に住ませてもらっているのだから、迷
惑をかけてはいけない、嫌われてはいけないと、頑張るナデ
ィさん。けれど、彼女は在留資格を得られるまで病院にもろ
くに通えず、教育を受ける権利もあちこちで訴え続けてよ
うやく得られたのです。 
 
観光のためと偽って、日本で暮らし、働くのは法律違反。

しかしそれを知った上で外国人を安く雇う会社もあります  

 

日本人がしたがらない、給料の安い仕事をさせるためです。
彼らは利用され、辛くても仕事を変えられません。国に帰れ
ばいいと思うかもしれませんが、帰っても貧しさや戦争の
ために死ぬだけ。そういった人々は増え続けています。 
 
外国人が日本にたくさんいると“日本”が失われる、と考え

る人もいるようです。 
そもそも国というものはなんでしょう？ “日本”という

のも「いるけど、見えないもの」です。もちろん、地図には
存在しています。日本という土地、日本人は目に見えるでし
ょう。けれどそれとは別に、「日本っぽい」「日本人っぽい」
というぼんやりとしたイメージがなんとなく存在している
のではないでしょうか。 
 
『国ってなんだろう？』では、さまざまな国の成り立ち方

を教えてくれます。この本を読むと、驚くほど“国”という繋
がりが世界中のさまざまな戦争や政治に利用されてきたこ
とが分かります。そして私たちがなんとなく知っている「伝
統」や「日本人らしい」というものの中には、戦争や政治の
ためにとても都合よく作られたものがあることも。 
この本では最後に、“ディアスポラ”という、国家を持たな

いユダヤ人の考え方について教えてくれます。あえて国を
持たず、他人を支配せず、それでもユダヤ人は途絶えること
なく豊かな文化を作り続けてきたのです。 
 
目に見えないものたちについて考えるのは難しい。沢山

のことを知って初めて、見えてくる存在がある。自分の周囲
にいる、生きている人たちを「幽霊」にしてしまってはいな
いでしょうか。 
あなたの周りを取り巻いている見えないものたちについ

て、改めて考えて見ませんか。         （木山） 
 

http://jja.ne.jp/


 

 

・『東京メトロのしくみ』 マイナビ出版編集部／編 東京メトロ／協力 マイナビ出版 ISBN:978-4-8399-6384-2 

・東京メトロ公式ホームページ https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews20190218_18.pdf 

汽車の中で出会ったみすぼらしい格好の 
娘に不快感を覚えた「私」は、娘を気にしないよう、新聞に目
を通したり、うたた寝をしますが、娘が「私」の隣の座席に移動
してきて、汽車の窓をあけようとします。 
真っ黒だった景色が、ラストで一気に橙色に変わる、色の変

化が美しい作品です。ころころ丸い蜜柑のいい匂いまでしそ
うな気がします。 
「乙女の本棚」シリーズの『蜜柑』は、げみさんの美麗イラスト

付きなので、よりイメージがしやすく楽しめます。（hachi） 

  

 
 

 

 
 
 
につながっています。あらゆる壁を越えて、人々が共鳴の環（わ）を

つくる音楽の、ビリビリする瞬間がここにも刻まれています。 

そして、DVD『R＆B フレイヴァー・オブ・アーバン・ソウル』も

ぜひ！ （2020 年日本でも公開されたドキュメンタリー映画

『ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち』の DVD も、

4月に発売されました。）(ぐり高原) 

1947年設立のレーベル、アトランティックの

25 周年メモリアル・アルバムが、2017年に、

70 周年を記念して初めて CD になりました。

R＆B（Rhythm＆Blues）の歴史からソウルが

開花し、ロックやポップスに影響を与え、今日

あなたが心を震わすその曲もまた、音楽の大河 
 
提供：ワーナーミュージック・ジャパン 

そこでアーサー王は、円卓にまるくなって

並ぶことで席の優劣を無くしました。王は臣

下にも敬意を示し、皆対等な立場で結束する

ことができたとされています。 

この作品は３部作となっていますので、続

く『アーサー王と聖杯の物語』『アーサー王最

後の戦い』まで読むと、アーサー王の物語を

たっぷりと楽しむことができます。（楓） 

野菜の切り方から、和食・洋食・中華・イ

タリアンの基本レシピが掲載されていま

す。写真が多くて、ポイントも書かれている

から安心。表紙にまんまると光る目玉焼

き。「卵は小さいボウルなどに割っておく」

と。……手間を惜しんではダメですね。 

 本を見ながらつくる際は、うっかり汁な

ど飛んでしまわぬよう十分お気をつけて。 
（ひなた） 

 タイトル通りの初心者向けお料理本。趣味を作りたい人、新

しく何か始めたい人、必要に迫られた人、いかがでしょう。 

 
江戸川区東葛西の雷町会周辺で毎年 2 月の最終日曜日に

行われているお祭り、「雷の大般若」。郷土資料では見たこと
があったけれど、『日本全国祭りと行事図鑑』って本で三社
祭や神田祭などと並んで紹介されているのです。どんなお祭
りかというと、「おしろいや口紅で化粧した、男衆が町内を
かけまわる奇祭。」……と本にかいてあるのですよ。化粧だ
けでなく女装もするんだそうな。これだけでとても気になり
ます。 
大般若は悪魔払いや雨乞いの祈願などの信仰行事として

各地で行われていますが、正月に旧年の払いをする、毎月行
うなど、日取りは様々なようです。やり方も、大般若経とい
うお経を全て読んだり、一部を読んで残りはぱらぱらとめく
り風を通すことで全て読んだご利益を得る、と色々あるよう
です。 
雷では、起点である真蔵院がお祀りしているお不動様（不

動明王）の縁日（神仏とゆかりのある日）である 27・28 日に行わ
れていました。 
江戸時代末期にコレラ（流行病）がまん延した際に、和尚さ

んが大般若経の巻物を背負って町内をまわったら、被害がな
かったことが由来。それ以来、病気にならぬようにと祈りを
込めて行われているのです。つまり、平安時代の疫病流行時
に疫病退散を願い行われた、かの有名な祇園祭と同じような
お祭りなのです！ 

 
・『日本全国祭りと行事図鑑』スタジオタッククリエイティブ 
・『江戸川区の民俗 ４』 

江戸川区教育委員会社会教育課文化財係／編 
江戸川区教育委員会 

・『江戸川歳時記』江戸川区郷土資料室／編 江戸川区郷土資料室 
・江戸川区 HP「62 東葛西の奇祭 雷の大般若」 
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e016/sports/kankomidokoro/edogawa10
0/edogawarashisa/rekishi/062.html 

 

 

 

 

 

ノ内線」の開発が決まったことで、元々あった地下鉄も「銀座線」と名

付けられることになりました。 
 

 そして２０１９年２月、丸ノ内線に 

新しい車両２０００系が導入されま 

した。この車両は、開業時に使われ 

た３００形を再現したもので、ライン 

カラーであるスカーレットの車体と、 

丸ノ内線のシンボルとも言える 

「サインウェーブ」がえがかれています。３００形の赤いデザインは、当

時の総裁（東京メトロの前身である営団地下鉄の最高責任者）がロ

ンドン視察で見つけた「ベンソン＆ヘッジス」の煙草缶の色からインス

ピレーションを受けたそうです。 

 

  
大般若経 600 巻を 6箱に分けてかつぎ、町内の家々をかけ

まわるそうですが、昔は家の中を土足で通り抜けていったん
だとか。うちは汚くて入ってもらえないです。片付けをせね
ば。 
じゃあ、化粧や女装はどこから？ それは、結核にかかっ

た妹のために、お兄さんが妹の長襦袢（着物の時に着る肌着）を
着て厄払いをしたことからとされています。途絶えたことも
あったそうですが、地元の人の力で復活して今に至っている
とのことです。 
 
と言ってみたものの、今年は残念ながら中止になってしま

い、実際に見たことはまだないのです。無病息災祈念のお祭
り、来年は感染症収束記念に開催されることを願います。 
そうそう、地名でもある「雷」は、「かみなり」でなく「い

かづち」。江戸川区って、読み方難しい地名、結構ありますよ
ね。 

（ひなた） 

 

 

 

 

 

 
 
 そして、なんと言っても車両端の丸窓がとてもかわいいです。貫通

扉の丸模様や、車内の天井も球体面となっていて、「丸」を意識した

デザインがたくさんつまっています。 

２０２２年度末までにはすべての車両が置き換えられる予定です

ので、今後目にする機会も増えるかもしれません。     （楓） 

また、これまでのサインウェーブは窓の

下にありましたが、２０００系では窓の

上にラインが引かれています。そのた

め、丸ノ内線全駅に設置されている

ホームドアが閉じた状態でも、そのデ

ザインを確認することができます。 

 

 

中世では、会議や宴会の場での身分による席の順番がとて

も重視されていたため、争いの原因になることもありました。 

アマビエちゃんを描いて、いったん深呼吸しよう。

ほうら、あなたも、脱力、だつりょく～♪ 

しんぞういん 

丸ノ内線は、１９５４年に東京で２番

目に開業した地下鉄です。 

当時の東京の地下鉄と言えば、浅

草から渋谷を走る路線１本だけだった

ので路線名はありませんでしたが、「丸 
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