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都立図書館通信 （Ｎｏ．８２） 
 

みなさま、こんにちは。 
都立図書館通信をご覧いただきありがとうございます。 
先日、東京で雹（ひょう）が降った地域がありました。被害に遭われた地域の皆様には心よりお見舞

い申し上げます。 
雹と聞いてまず思い出したのが、マロの「家なき子」でした。普段忘れていても、幼少期に何度も読

んだ本というのは記憶に刻まれているのだなあと実感した次第です。 
もうすぐ夏休み、子供たちも記憶に残る本と出会えるといいですね。 
今月も様々な情報をお届けします。どうぞお付き合いください。 

 
＜＜ 目次 ＞＞ 
１ お知らせ 
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について 

２ 中央図書館イベント・企画展情報  
■ 都立中央図書館企画展示「発明・技術 ―夢をかたちにする力―」 

■ 都立中央図書館「図書館見学ツアー」 
■ 「ビジネス 起業・創業相談会」開催のお知らせ 

３ 多摩図書館イベント・企画展情報  
■ 都立多摩図書館 企画展示「これならできる！自由研究―１１１のアイディアカードから選ぼう―」 

■ 都立多摩図書館 映画会のお知らせ 

■ 都立多摩図書館「バックヤードツアー」のお知らせ 
４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 「ウナギについて調べる」 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 『感動！日本の「第１号」物語７７７ 日本の「元祖」をひもとけば、

驚きと発見の連続だった!』（宝島社） 

６ オンラインデータベースひとこと紹介  ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ 

７ 都市・東京情報 
■ クローズアップ都市・東京情報「『東京の水辺とまちづくり』の巻」 
■ 東京情報月報 
  
-------------------------------- 

１ お知らせ 
 
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について 

 

この度、図書館情報システムのメンテナンス作業に伴い、以下のとおり、ホームページ上のサービスを

一時休止いたします。 

ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

 １ サービス休止予定時刻 

 （１）平成２６年７月２９日（火）午前５時から午前６時頃まで 

      ※メンテナンス終了次第、ご利用いただけます。 
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 ２ サービス休止内容 

 （１）東京都立図書館蔵書検索 Ｗｅｂ版及び携帯版 

システム休止中は、都立図書館の所蔵資料を検索することができません。 

 （２）東京都立図書館統合検索での東京都立図書館蔵書検索及びヘルプ 

システム休止中は、都立図書館以外の図書館の所蔵資料のみ検索することができます。また、

利用方法に関するヘルプ機能は利用できません。 

 （３）利用者登録、ネット予約及びＥメールレファレンス、Ｅメールによる郵送複写申込等 

システム休止中は、利用者登録や登録利用者用の各種サービスが利用できません。 

休止直前に利用者登録及びネット予約等を行った場合、受付処理が遅延する場合があります。 

 

-------------------------------- 

２ 中央図書館イベント・企画展情報  
 
■ 都立中央図書館企画展示「発明・技術 ―夢をかたちにする力―」 

 

今回の展示では、社会を動かす力となる発明や技術について、当館所蔵の貴重な資料と実物により多

角的に紹介します。現代の精密機械につながる技術といわれる江戸時代のからくりや、発明家でもあっ

たレオナルド・ダ・ヴィンチの手稿（複製）などをご覧いただけます。 

あわせて、江戸時代のからくり図集から復元した からくり茶運び人形の実演見学や、アザラシ型メン

タルコミットロボット「パロ」のセラピー体験ができます。 ぜひ、ご来場ください。 

 

１ 期間：７月４日（金）から９月３日（火）まで  

【休館日：７月１８日（金）、８月７日（木）、８月１５日（金）】 

２ 時間：午前１０時から午後５時３０分まで 

３ 会場：都立中央図書館 企画展示室（４階） （※入場無料） 

 

詳細については、都立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=914 

 

 

■都立中央図書館「図書館見学ツアー」 
 

本を修復する資料保全室や視覚障害者サービス室、特別文庫室の貴重資料、４層に渡る地下書庫など、

普段は見られない図書館の裏側をご紹介します。 
 
詳細については、都立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=930 

 

 

■「ビジネス 起業・創業相談会」開催のお知らせ 

 

都立中央図書館では、中小企業診断士による無料の相談会を年４回開催します。 
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中小企業の経営、起業・創業などについて相談できます。是非ご利用ください。 

 

日時：７月２６日（土）、９月２７日（土）、１０月２５日（土）、１１月２２日（土） 

  午後１時から午後５時まで（全日程とも） 

会場：都立中央図書館 第１、第２研修室（４階） 

対象：都内在住・在勤の方、又は都内での起業・創業を検討中の方。 

相談人数：各回８組まで（各１時間） 

予約方法：電話、来館又は都立図書館ホームページからご予約ください。 

 

詳細については、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3945/default.aspx 

 

 

-------------------------------- 

３ 多摩図書館イベント・企画展情報  
 
■都立多摩図書館 企画展示「これならできる！自由研究―１１１のアイディアカードから選ぼう―」 

 

多摩図書館では、小学生の夏休み期間に合わせて、１１１枚の自由研究のアイディアカードとその関

連書を展示します。今年はアイディアカードの冊子版を作成し、自由研究に役立つ本の紹介も一部リニ

ューアルしました。カードを使った自由研究の見本も展示し、来場者には好きなカードを１人５枚まで

プレゼントします。 

 

１ 期間：７月４日（金）から９月３日（水）まで  

     [休館日：８月７日（木）、８月１７日（日）]  

２ 会場：東京都立多摩図書館 企画展示エリア  （※入場無料）   

 

 

■ 都立多摩図書館 映画会のお知らせ 

 

多摩図書館では、映画会を開催しています。【入場無料】 

ご来場をお待ちしております。 

 

●定例映画会 

「日本の自然 川３ 荒川１」 

日時：７月１７日（木） 午後２時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席） 

（上映作品） 

『あらかわ』 カラー７９分 制作：シグロ １９９３年 

 

「日本の自然 川４ 荒川２」 

日時：８月３日（日） 午後２時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席） 
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（上映作品） 

『続・あらかわ 水の共同体をもとめて』 カラー８０分 制作：シグロ １９９５年 

 

「日本の自然 川５ 北国の川」 ４本立 

日時：８月２１日（木） 午後２時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席） 

（上映作品） 

『最上川のうた 歴史と文化』 カラー４７分 制作：マツオカプロ １９７７年 

『流域賦』 カラー３０分 制作：東北映画製作、青銅プロダクション １９９１年 

『北上川 岩手県を中心に』 カラー３０分 制作：日本技術映画 

『北国（春）』 カラー１０分 制作：東映 

 

●ミニシアター 

『少年の日の思い出』モノクロ５５分 制作：センタルフィルム（ユーゴスラビア） １９８２年 

日時：７月２４日（木） 午後２時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階２０６研修室（３０席限定） 

 

『オサムの朝（あした）』カラー１０６分 制作：映画「オサムの朝」製作委員会 １９９８年 

日時：８月３１日（日）・９月２５日（木） 午後２時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階２０６研修室（３０席限定） 

 

●特別映画会 

「夏休みこども映画会 ―手塚治虫没後２５年 なつかしの手塚治虫―」 ４本立 

日時：８月２４日（日） 午前１０時から 

会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席） 

（上映作品） 

『リボンの騎士 王子と天使』 カラー３０分 制作：虫プロ 

『鉄腕アトム』 カラー３０分 制作：虫プロ 

『ジャングル大帝 共存』 カラー２４分 制作：手塚プロ 

『緑の猫』カラー２４分 制作：手塚プロ 

 

 

■ 都立多摩図書館 バックヤードツアーのお知らせ  

 

多摩図書館では、一般都民の方を対象に、バックヤードツアーを開催しています。ツアーでは、普段

は入ることのできない書庫に入り、貴重な資料等をご覧になることができます。【参加費無料】 

日時：９月７日(日)  午後２時から午後４時まで １０名程度 

問合せ先：都立多摩図書館 バックヤードツアー担当 

（電話０４２－５２４－７１８６） 

詳しくは、都立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/tama_library/tabid/3590/Default.aspx 

問合せ先：多摩図書館バックヤードツアー担当（電話０４２－５２４－７１８６） 
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-------------------------------- 

４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

 

■「ウナギについて調べる」 

 

日本では、土用の丑の日にウナギを食べる食文化が定着しています。『万葉集』でも、大伴家持が「石

麻呂に吾物申す夏痩せによしといふものぞむなぎ捕り喫せ」と詠んでおり、古くから夏バテ対策として

ウナギが有効であったと知られていたことがわかります。 

一方で、ウナギの生態については現在でもあまり知られていないのではないでしょうか。また、世界

的にウナギの資源が激減していることが指摘されており、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）が発表した最

新版のレッドリストには、ニホンウナギが絶滅危惧種として掲載されています。 

日本人にとってなじみ深い魚でありながら、同時に多くの謎に包まれているウナギ。今回のｐｉｃｋ

ｕｐ 情報の泉では、そんなウナギについて考えるきっかけとなる資料をご紹介します。 

 

※詳しくは都立図書館ホームページ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 をご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/news_reference/tabid/3951/Default.aspx 

 

 

--------------------------------- 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 

 

■『感動！日本の「第１号」物語７７７ 日本の「元祖」をひもとけば、驚きと発見の連続だった!』 日本

はじめて収集委員会著 宝島社 ２０１３．１２  

（都立中央図書館請求記号： / ０３１．４/ ５０１０/ ２０１３）  

 

「日本で初めての・・・」と聞くとワクワクします。文明開化の波に洗われて、明治期にはあたらしい事物や

制度が生まれました。それを調べるには『明治事物起源』（石井研堂著 橋南堂 １９０８）をはじめ数多く

の資料があります。 

今私たちが生きている時の中の「初めて」を調べるには、今回ご紹介する資料が有効です。この資料は時代を

区切ったものではなく、今の生活に身近な「もの」「こと」「ひと」をテレビ、タレント・エンタメ、歴史、発

明、言葉、スポーツ、食、生活の８つのジャンルに分け、厳選された７７７の「日本第１号」を取り上げてい

ます。「ふぅ～ん」「へぇ～」「そうなんだぁ！」とまさに驚きと発見の連続です。 

日本の「元祖」や「ルーツ」を探るのに役立つ１書です。 

 
-------------------------------- 

６ オンラインデータベースひとこと紹介  ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ 

都立図書館では、３０種あまりのオンラインデータベースを無料でご利用いただけます。新聞や雑誌

の記事検索、法律情報や企業情報、百科事典、人物辞典などいろいろなデータベースの中から、順次簡

単にご紹介します。 
 
■ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ（日外アソシエーツ） 
 

マガジンプラスは、一般誌、専門誌、大学紀要等の雑誌・論文情報を調べられる国内最大級のデータ
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ベースです。知りたいことが掲載されている雑誌や、その掲載箇所を調べることができます。多岐にわ

たる分野の雑誌や論文を横断的に検索することができ、調査の手掛かりを得るために便利です。 

また、マガジンプラスでは、著者名、雑誌名、出版者名など様々な情報で検索ができます。さらに、

刊行年月や巻号、雑誌分類などを組み合わせて絞り込み検索を行うことにより、より的確な検索ができ

ます。 

 

なお、都内の公立図書館で利用できるオンラインデータベースは、都立図書館ホームページの「都内

公立図書館インターネット等サービス状況」をご参照ください。  
http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/db_guide/online_db_guide/tabid/2142/Default.aspx 

 
------------------------------ 

７ 都市・東京情報 
 
■クローズアップ都市・東京情報 
 

都政や東京についてのニュースや話題をとりあげ、都立図書館の資料と、関連するインターネット情報

をご紹介しています。 
 

最新号は「『東京の水辺とまちづくり』の巻」です。 
東京都では、隅田川の賑わいを創出し、新たな水と緑の都市文化を未来につなぐ取組を推進するため、

平成２３年７月に「隅田川ルネサンス推進協議会」を設置しました。「隅田川ルネサンス」の取組として、

隅田川を中心とした景観づくりや水辺を利用したイベント等が行われています。このような水辺の地域特

性を活かしたまちづくりは、都市づくりの面でも観光資源の創出といった面からも注目されており、水辺

空間の環境整備や水辺空間の活用に向けた取組が行われています。 
また、７月は河川愛護月間です。東京都では、東京の川への親しみや愛着を持ってもらうことを目的に、

河川愛護に関わる各種行事を開催しています。 
 
今回は、東京都の水辺空間に関する取組や水辺空間を活かしたまちづくりに関する資料をご紹介します。 
 
詳しくは都立図書館ホームページをご覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/3949/Default.aspx 
 

 

■東京情報月報 
都市･東京情報係が収集した東京都行政資料や地域資料の中から、毎月新着資料を御紹介します。 
 

詳しくは都立図書館ホームページを御覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/tokyo_month/tabid/1036/Default.aspx 

  

 
＜＜編集後記＞＞ 

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 
 現在中央図書館で開催している企画展示「発明・技術」で「指南車」なるものを見ました。車がどう動いて

も常に上の人形は南を指すという指南車、どういう作りになっているのでしょう、不思議です。「指南する」
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の「指南」はここから来た言葉のようですね。展示は９月３日までです。 
 
■ 都立図書館 【メルマガ会員の輪をひろげよう！】 
 

読者のお知り合いの方に是非、都立図書館のメルマガをご紹介ください。 
登録アドレスをお友達にご紹介いただきますようお願いいたします。 
→登録アドレス 
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx 
※メールマガジンに関する御意見・御要望をお気軽に編集部までお寄せください！ 
→ メルマガ御意見 
mailmag@library.metro.tokyo.jp 
※配信停止のご連絡は、以下のページをご確認ください。 
→ＰＣ用 
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx 
→携帯用 
http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/i/4000.html 

 
■都立図書館情報は Twitter、Facebook からも発信中です。ぜひご覧ください。 
都立図書館 Twitter  https://twitter.com/tm_library 
都立図書館 Facebook https://www.facebook.com/tmlibrary 

 
東京都立中央図書館管理部企画経営課編集部 平成２６年７月１５日発行 

 


