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本町図書館では、『文化・芸術・芸能』に関する資料を、絵画や音楽、工芸、伝統芸能など

幅広い分野にわたって収集・展示をしてまいります。 

 

第３７回目となる今回は、「いまこそ！洋楽入門」と題して、「洋楽」をテーマにした展示

をお届けします。 

洋楽と一口に言っても、さまざまなジャンルがあります。ポップス、ロック、レゲエ、ソウ

ルなど…。元来、洋楽とは「西洋の音楽」の略称であり、クラシック音楽なども含めた広範囲

のものです。現在では、欧米（特に英米）の大衆音楽をさしています。 

洋楽は日本にも影響を与えています。ビートルズ、ローリング・ストーンズ、マイケル・ジ

ャクソン、マドンナなどの楽曲は現在でもよく耳にしますし、彼らに影響を受けた日本のミュ

ージシャンも少なくありません。また、洋楽を題

材にした文学や映画、ドキュメンタリーなども多

く作られています。 

音楽は時代を映す鏡です。懐かしい曲が流れて

くると、昔の思い出がよみがえることがあります。

いまこそ、あの時聞いた音楽をもう一度あじわっ

てみてはいかがでしょうか？当館一階にＣＤコー

ナーがありますので、ぜひお立ち寄りください。 

 

 

  

    

 

      

 

 

      

            ※  展示資料は貸出もできます。 

展示場所：本町図書館 ２階書架 

展示期間：平成２９年 ７月１日(土) ～ ８月２４日(木) 

   第３７回 本町図書館 個性づくりテーマ展示 

いまこそ！洋楽入門 

本町ほのぼのだより 第３７号 



時代を彩った洋楽 ビルボード 1968年～1998年 

洋楽の変遷 
1960年代は、エルヴィス・プレスリー、ボブ・ディラン、ビートルズやジャクソン 5と言った歌手が活躍しました。特にビー

トルズは、当初アイドルグループとして認識されていましたが、音楽性の高さが評価され、現在の音楽シーンに与えた影

響ははかり知れません。 

世界に影響を与えたビートルズは、1970年に解散します。1970年代は、ロック全盛の時代でした。レッド・ツェッペリン

やクイーンが活躍します。ロック全盛の時代にありながら、独自の音楽性を貫いたカーペンターズの楽曲もヒットしました。

また、ディスコが流行したこともあり、ダンス・ミュージックも人気を博しました。1977 年封切の映画『サタデー・ナイト・フィ

ーバー』は当時の若者文化を克明に描き出して大ヒットし、この映画のサウンドトラックも話題になりました。 

 1980 年代になると、「キング・オブ・ポップ」と呼ばれたマイケル・ジャクソンや「クイーン・オブ・ポップ」マドンナなどが活

躍します。ミュージックビデオは 1980 年代より前から製作されていましたが、ＭＴＶが 1981 年に開局すると、ミュージック

ビデオの製作数は増加し、音楽シーンに大きな影響を与えました。 

 1990 年代はマライア・キャリー、セリーヌ・ディオン、ブリトニー・スピアーズなどの「歌姫」の時代でした。一方、バックス

トリート・ボーイズなど、男性ボーカルグループも活躍しました。また、ラップも全盛期を迎えます。ヴァニラ・アイス、ＭＣハ

マーなどが活躍しました。 

 2000年代には、ビヨンセ、レディー・ガガ、テイラー・スウィフトといった新しい歌姫が登場。ＳＮＳを活用してファンと交流

するアーティストが増えています。  

 世界の主な出来事 アルバムタイトル名（日本語タイトル名） ｱｰﾃｨｽﾄ名 

1968年 メキシコオリンピック開催 Are You Experienced？(ｱｰ･ﾕｰ・ｴｸｽﾍﾟﾘ

ｴﾝｽﾄ？) 

ｼﾞﾐ･ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸｽ・ｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽ 

1969年 アポロ１１号、月面着陸 Ｉn-A-Gadda-Da-Vida（ｶﾞﾀﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾀﾞ） ｱｲｱﾝ･ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 

1970年 ビートルズ解散 Bridge Over Troubled Water(明日に架ける橋) ｻｲﾓﾝ＆ｶﾞｰﾌｧﾝｸﾙ 

1971年 ドル・ショック/アラブ首長国連邦建国 Jesus Chｒist Superstar(ｼﾞｰｻﾞｽ･ｸﾗｲｽﾄ･ｽｰ

ﾊﾟｰｽﾀｰ) 

ﾍﾞｱﾘｱｽ・ｱｰﾃｨｽﾂ 

1972年 ウォーターゲート事件発覚 Harvest(ﾊｰﾍﾞｽﾄ) ﾆｰﾙ･ﾔﾝｸﾞ 

1973年 パリ協定締結/オイルショック The World Is A Ghetto（世界はゲットーだ！） ｳｫｰ 

1974年 フォード大統領訪日 Goodbye Yellow Brick Road（黄昏のﾚﾝｶﾞ路） ｴﾙﾄﾝ･ｼﾞｮﾝ 

1975年 サイゴン陥落によりベトナム戦争終結/エ

リザベス女王来日 

Elton John – Greatest Hits（ｸﾞﾚｰﾃｽﾄ・ﾋｯﾂ） ｴﾙﾄﾝ･ｼﾞｮﾝ 

1976年 ロッキード事件発覚 Frampton Comes Alive!(ﾌﾗﾝﾌﾟﾄﾝ・ｶﾑｽﾞｱﾗｲﾌﾞ) ﾋﾟｰﾀｰ･ﾌﾗﾝﾌﾟﾄﾝ 

1977年 チャールズ・チャップリン死去 Rumours(噂) ﾌﾘｰﾄｳｯﾄﾞ･ﾏｯｸ 

1978年 イギリスで世界初の体外受精児誕生 Saturday Night Fever（ｻﾀﾃﾞｰ・ﾅｲﾄ･ﾌｨｰｳﾞｧｰ） ﾋﾞｰ･ｼﾞｰｽﾞ（サウンドトラック） 

1979年 米中国交樹立/英国サッチャー首相就任 52nd  Street（ﾆｭｰﾖｰｸ５２番街） ﾋﾞﾘｰ･ｼﾞｮｴﾙ 

1980年 モスクワ五輪開催/ジョン・レノン射殺 The Wall（ｻﾞ･ｳｫｰﾙ） ﾋﾟﾝｸ･ﾌﾛｲﾄﾞ 

1981年 英国チャールズ皇太子ダイアナ妃と結婚 Hi Infidelity(禁じられた夜) Reo ｽﾋﾟｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ 

1982年 フォークランド紛争勃発 Asia（詠時感～時へのﾛﾏﾝ） ｴｲｼﾞｱ 



 

 

 世界の主な出来事 アルバムタイトル名（日本語タイトル） ｱｰﾃｨｽﾄ名 

1983年 米国レーガン大統領就任 Thriller(ｽﾘﾗｰ) ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ 

1984年 インド・ガンジー首相暗殺/ロス五輪 Thriller(ｽﾘﾗｰ) ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ 

1985年 プラザ合意  Born In The U.S.A（ﾎﾞｰﾝ･ｲﾝ･ｻﾞ・USA） ﾌﾞﾙｰｽ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾃｨｰﾝ 

1986年 チェルノブイリ原発事故 Whitney Houston（そよ風の贈りもの） ﾎｲｯﾄﾆｰ･ﾋｭｰｽﾄﾝ 

1987年 ゴルバチョフ書記長訪米 Slippery When Wet（ﾜｲﾙﾄﾞ・ｲﾝ･ｻﾞ･ｽﾄﾘｰﾂ） ﾎﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｨ 

1988年 ペレストロイカ開始 Faith（ＦＡＩＴＨ） ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾏｲｹﾙ 

1989年 ベルリンの壁崩壊/天安門事件 Don’t Be Cruel（ﾄﾞﾝﾄ･ﾋﾞｰ･ｸﾙｴﾙ） ﾎﾞﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ 

1990年 イラク、クウェート侵攻/東西ドイツ統一 Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 

（ﾘｽﾞﾑ･ﾈｲｼｮﾝ 1814） 

ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｼﾞｬｸｿﾝ 

1991年 ソビエト連邦崩壊 Mariah Carey(ﾏﾗｲｱ) ﾏﾗｲｱ･ｷｬﾘｰ 

1992年 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が勃発 Ropi’n  The Wind（ｱﾒﾘｶの心） ｶﾞｰｽ･ﾌﾞﾙｯｸｽ 

1993年 ビル・クリントン米国大統領就任/オードリ

ー・ヘップバーン死去 

The Bodyguard（ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｰﾄﾞ） ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ 

1994年 南ア ネルソン・マンデラ大統領就任 The Sign（ｵｰﾙ･ｻﾞｯﾄ･ｼｰ･ｳｫﾝﾂ） ｴｲｽ･ｵﾌﾞ･ﾍﾞｲｽ 

1995年 ベトナムとアメリカ国交樹立 Cracked Rear View（ｸﾗｯｸﾄﾞ・ﾘｱ・ﾋﾞｭｰ） ﾌｰﾃｨｰ＆ｻﾞ･ﾌﾞﾛｳﾌｨｯｼｭ 

1996年 チャールズ皇太子とダイアナ妃が離婚 Jagged Little Pill（ｼﾞｬｸﾞﾄﾞ･ﾘﾄﾙ･ﾋﾟﾙ） ｱﾗﾆｽ･ﾓﾘｾｯﾄ 

1997年 ダイアナ元妃事故死/香港返還 Ｓｐｉｃｅ（ｽﾊﾟｲｽ） ｽﾊﾟｲｽ･ｶﾞｰﾙｽﾞ 

1998年 MLBマーク・マグワイア７０本塁打達成 Titanic（ﾀｲﾀﾆｯｸ） ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ 

洋楽こぼれ話① 

ビートルズ 日本公演（１９６６年） 

世界中を席巻したビートルズ。 

彼らの日本公演は、１９６６年に日本武道館で行われました。 

日本武道館は、東京オリンピックのために建設され、日本武道の競技場として使われ

ました。「日本武道の聖地」と言われており、当時音楽興行の使用は珍しかったので

す。 

当日、日本武道館には機動隊が詰めていました。 

また、この日本公演を特集した番組の視聴率は、56.5％でした。 

ビートルズへの熱狂振りを物語るエピソードです。 

 



時代を彩った洋楽 ビルボード 1999年～2016年 

 

ロックにジャズ・・・。ジャンルがいっぱい！ 
 

主な音楽のジャンルは以下のとおり。 

・ロック・・・エレクトリックギターを基調として、ドラムやベースなどで構成される音楽。リズム・アンド・ブルースやカント

リーから影響を受け、発展した。現在では、極端に多様化している。 

・ブルース・・・12小節形式でつづられる詩が多い。 

・レゲエ・・・ジャマイカ発祥の音楽。歌詞はメッセージ性が強いものが多いこと、偶数の拍にアクセントを置いたリズム

が特徴。1970年代、世界中に普及した。 

・テクノ・・・シンセサイザーやシーケンサーなどの電子楽器を使用した音楽。「テクノポップ」とも。 

・カントリー・・・アイルランドやケルトなどの民族音楽やほかの音楽が融合してできたと言われている。シンプルなサウ

ンドが特徴的。 

・ジャズ・・・西洋音楽とアフリカ音楽の融合により発展。ジャズの特徴の一つに即興演奏やコールアンドレスポンス方

式がある。 

・ラップ・・・韻を踏みながら、リズミカルにしゃべるように歌う方法である。 

 

参考文献／引用 

『ビルボード年間チャート 60年の記録 1955→2014』 佐藤尚人 編著 共同通信社 767.8 ｻ 中央図書館他所蔵 

『20世紀ポップス名曲事典』 かまち潤 著 平凡社 764.7カ 上高田図書館他所蔵 

 世界の主な出来事 アルバムタイトル名（日本語タイトル） ｱｰﾃｨｽﾄ名 

1999年 欧州連合でユーロ導入/コソボ紛争勃発

/２０００年問題  

Ｍｉｌｌｅｎｉｕｍ(ﾐﾚﾆｱﾑ) ﾊﾞｯｸｽﾄﾘｰﾄ･ﾎﾞｰｲｽﾞ 

2000年 ロシア・プーチン大統領就任/沖縄サミッ

ト開催 

No Strings Attached（ﾉｰｽﾄﾘﾝｸﾞｽ) ｲﾝ･ｼﾝｸ 

2001年 ブッシュ大統領就任/米国で同時多発テ

ロが発生（9.11） 

１（１） ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 

2002年 東ティモールが独立/スイス国連加盟 The Eminem Show（ｻﾞ･ｴﾐﾈﾑ･ｼｮｳ） ｴﾐﾈﾑ 

2003年 米英軍がイラクへ武力行使（イラク戦争

開戦） 

Get Rich Or Die Tryin’(ｹﾞｯﾄ･ﾘｯﾁ･ｵｱ･ﾀﾞｲ･ﾄ

ﾗｲﾝ) 

５０ｾﾝﾄ 

2004年 マドリードで列車爆発事件/スマトラ島沖

地震 

Confessions（ｺﾝﾌｪｯｼｮﾝｽﾞ） ｱｯｼｬｰ 

2005年 ハリケーン「カトリーナ」で米国ニューオー

リンズ大被害 

The Massacre（ｻﾞ･ﾏｯｻｶｰ～殺戮の日。） ５０ｾﾝﾄ 

2006年 トリノ五輪開催/サダム・フセイン元大統

領死去 

Some Hearts（ｻﾑ･ﾊｰﾂ） ｷｬﾘｰ･ｱﾝﾀﾞｰｳｯﾄﾞ 

2007年 ネパール政府王政から共和制へ Daughtry（ﾄﾞｰﾄﾘｰ） ﾄﾞｰﾄﾘｰ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 世界の主な出来事 アルバムタイトル名（日本語タイトル） ｱｰﾃｨｽﾄ名 

2008年 リーマン・ショック/北京オリンピック開催 As I Am（ｱｽﾞ･ｱｲ・ｱﾑ） ｱﾘｼｱ・ｷｰｽﾞ 

2009年 米国・バラク・オバマ大統領就任/マイケ

ル・ジャクソン急死 

Fearless（ﾌｨｱﾚｽ） ﾃｲﾗｰ･ｽｳｨﾌﾄ 

2010年 バンクーバーオリンピック開催/英国キャメ

ロン首相就任 

I Dreamed A Dream（夢やぶれて） ｽｰｻﾞﾝ･ﾎﾞｲﾙ 

2011年 英国ウィリアム王子結婚/「アラブの春」/

ウサマ・ビンラディン容疑者死去 

21（21） 

 

ｱﾃﾞﾙ 

2012年 パキスタンの少女マララさんが武装勢力

に襲撃される/ロンドンオリンピック開催 

21（21） 

 

ｱﾃﾞﾙ 

2013年 ロシアにて隕石落下 The 20/20 Experience（20/20 ｴｸｽﾍﾟﾘｴ

ﾝｽ） 

ｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾃｨﾝﾊﾞｰﾚｲｸ 

2014年 ウクライナで反政府デモ/アメリカ・キュー

バ国交回復 

Frozen（ｱﾅと雪の女王） ｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ 

2015年 米国全州で同性婚合法化 1989(1989） ﾃｲﾗｰ･ｽｳｨﾌﾄ 

2016年 英国にて EU離脱の是非を問う国民選挙

/ボブ・ディランノーベル文学賞受賞 

25（25） ｱﾃﾞﾙ 

洋楽こぼれ話② 

マイケル・ジャクソン スリラー（１９８３年） 

 

現在では、ミュージックビデオが普及していますが、1980年代はまだ珍しいものでした。 

アルバム『スリラー』からシングルカットされたこの曲のミュージックビデオは、マイケルが 

狼男を演じたり、ゾンビと一緒に踊る姿が話題になりました。 

現在では、当たり前のように製作されているミュージックビデオですが、この『スリラー』が

一役買ったと言えるでしょう。 

洋楽こぼれ話③ 

ボブ・ディラン ノーベル賞受賞（２０１６年） 

 

2016年、ノーベル賞文学賞を受賞したのは、ミュージシャンのボブ・ディランでした。 

ボブ・ディランは優れたミュージシャンです。一方で、詩人として、ソングライターとして、

自伝作者としても優れています。 

受賞理由は、「アメリカの伝統音楽にのせて新しい詩の表現を創造」したことです。 

ボブ・ディランの音楽を聞きながら、「詩」の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか。 

 



展示図書リスト 
 

 

洋楽について調べてみよう！ 
 

今回ご紹介した他にも洋楽に関する図書はたくさんあります。また、図書のほかに、雑誌記事、新聞などでも調べら

れます。いろいろな情報源を使って、調べてみましょう。 

 

1.キーワードを使って調べよう   

 

次のキーワードを参考にして調べよう。 

 

洋楽 軽音楽 ポピュラー音楽 ロック ソウル ワールドミュージック 

歌詞 ジャズ ポップス バンド ダンス・ミュージック 

 

2.基本的な情報源を使って調べよう 

   

 辞書・事典類を使って、テーマについての基本的な事柄を押さえよう。 

 

書名 請求記号 所蔵館 

ビルボード年間チャート 1955～2001 Ｒ767.8 ビ 01 中央図書館（館内閲覧のみ） 

洋楽ヒットチャート大事典 Ｒ767.8 ヤ 中央図書館（館内閲覧のみ） 

20世紀ポップス名曲事典 764.7 カ 上高田図書館 

 

書名 著者 出版者 出版年 分類記号 

笑う洋楽展 みうら じゅん 他 著 マイクロマガジン社 2016 699.6 ﾐ 

意味がなければスイングはない 村上 春樹 著 文藝春秋 2008 760.4 ﾑ 

さよならバードランド ビル・クロウ 著 新潮社 1999 764.7 ｸ 

ロックの歴史 中山 康樹 著 講談社 2014 764.7 ﾅ 

80年代洋楽完全ガイド  シンコーミュージック・

エンタテイメント 

2016 764.7 ﾊ 

バンド臨終図巻 速水 健朗 他 著 文藝春秋 2016 764.7 ﾊﾞ 

ポートレイト・イン・ジャズ 和田 誠 他 著 新潮社 2004 764.7 ﾜ 

ビルボード年間チャート 60年の記

録 1955▷2014 

佐藤 尚人 編著 共同通信社 2015 767.8 ｻ 

田舎でロックンロール 奥田 英朗 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ｵｸ 914.6 



3.図書を探そう 

 

図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいる。【テーマの棚】を実際に見て、図書を探そう。 

 

図書館のホームページやＯＰＡCを使って、図書を探そう。 

【中野区内に図書があるか】 

●中野区立図書館ホームページを使って調べよう。 

                        → http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/TOSHO/index.asp 

【東京都内に図書があるか】 

●東京都立図書館のホームページを使って調べよう。 

                       → http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

【国内に図書があるか】 

●国立国会図書館のホームページを使って調べよう。 

                        → http://www.ndl.go.jp/ 

4.雑誌・新聞記事を探そう 

 

●中央図書館参考室の雑誌新聞記事索引データベースを使って調べよう 

 

日経テレコン２１ 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文や企業情報

などが検索可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞のほか、知恵蔵・ＡＥＲAなどが検索可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬＵＳ 雑誌記事や論文情報検索が可能。 

ＷＨＯ ＰＬＵＳ 歴史上の人物から現在活躍中の人物について検索可能。 

官報情報検索サービス 1947年から当日までの官報が検索可能。 

Ｄ1－Ｌａｗ.com 判例などの法律情報が検索可能。 

 

5.インターネットを使って調べよう 

 

・ビルボード 

 （http://www.billboard.com/） 

  アメリカ最大の音楽チャートの公式ホームページ。英語のサイトです。

日本版はビルボード・ジャパン（http://www.billboard-japan.com/）。 

 

・Ｔｈｅ Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｃｈａｒｔｓ Ｃｏｍｐａｎｙ 

（http://www.officialcharts.com/） 

  イギリス最大の音楽チャートを発表しています。こちらも英語のサイト

です。 

 

 

  

分野 請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 

軽音楽 764.7 歌謡曲 767.8 英米の詩 931 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/TOSHO/index.asp
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.officialcharts.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町図書館個性づくり展示｢いまこそ！洋楽入門｣はお楽しみいただけましたでしょうか。

これからもみなさまの身近にある、お役に立つ図書館、新しい発見のある図書館を目指し

て、スタッフ一同取り組んでまいります。 

 

 

 

☆おはなし会☆ 

毎週土曜日 11:00～11:30 

第４水曜日 15:30～16:00 

児童室にて開催中！ 

第４土曜日は乳幼児向けの 

 「おひざでだっこのおはなし会」 

 

『本町ほのぼのだより』 

第３８号は８月２６日 

発行予定です。 

本町図書館からのお知らせ 

児童コーナー 

「せんそうとへいわ」のなつの子ども会 

平成２９年８月５日(土) 

11:00～12:00 

 

 

 

 

☆個性づくり展示☆ 

下記の個性づくりの本は展示しています。 

 

   第三十三回・吹奏楽 

   第三十四回・禅と水墨画    

   第三十五回・シルクロード 

   第三十六回・博物学 

第一回～第三十二回の 

個性づくりの本は 

一般書架にあります。 

是非ご覧下さい！ 

☆７月・８月の休館日のご案内☆ 

<７月> 

１０日（月） 

２８日（金）・館内整理日 

<８月> 

１４日（月） 

２５日（金）・館内整理日   

 

 

 


