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都立図書館通信 （Ｎｏ．８５） 
 

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。 
風が秋らしくなり、朝晩の気温が下がるようになりました。何をするにも良い季節ですね。スポーツ、

読書、芸術…皆様はどんな秋をお過ごしでしょうか。 
 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 
■ 特別整理休館のお知らせ（都立多摩図書館） 
■ 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  
■ 東京文化財ウィーク２０１４参加企画展「江戸城本丸大広間 ―権力の舞台装置―」 

■ 「ビジネス 起業・創業相談会」 
３ 多摩図書館イベント・企画展情報  
■ 「東京マガジンバンク」企画展示「ユネスコ無形文化遺産『和食』の世界―雑誌が伝える食文化の

伝統―」 
■ 都立多摩図書館公開講座・東京都子供読書フォーラム 
■ 都立多摩図書館 映画会のお知らせ 

４ ～こんな本あります～アリスの本の森 「世界で《変身》する日本のアニメ」 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 『Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒａｎｋｉｎｇ Ａｎｎｕａｌ ２０１４』（Ｇ

ａｌｅ）  

６ オンラインデータベースひとこと紹介 ｎａｔｕｒｅ（Ｎａｔｕｒｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｇ

ｒｏｕｐ） 

７ 都市・東京情報 
■ クローズアップ都市・東京情報「『東京の路面電車』の巻」 
■ 東京情報月報 
  
-------------------------------- 

１ お知らせ 
■ 特別整理休館のお知らせ 
 都立多摩図書館は、特別整理のため、＜１１月４日（火）～１３日（木）＞の間、休館いたします。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 
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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=994 
 
■ 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
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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１０月１９日（日）午前９時から１０月２０日（月）午前９時頃まで 

 （２）平成２６年１０月２８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。 

 

 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  
■東京文化財ウィーク２０１４参加企画展「江戸城本丸大広間 ―権力の舞台装置―」 

本丸大広間は、江戸城の数ある御殿の中でも最も大きく格式ある建物であり、将軍の謁見を初めとす

る様々な行事がここで執り行われました。本企画展示では、特別文庫室が所蔵する建築図面や文書等の

資料（重要文化財を含む）により、本丸大広間の詳細や、そこで行われた儀式の様子を紹介します。ま

た、幕府による統治を教育の面から支えた昌平坂の学問所や、そこで教官として活躍し、多数の人材を

輩出した儒者の佐藤一斎（いっさい）に関する資料も展示します。 

 

会期：１０月２５日（土）から１１月９日（日）まで 午前１０時から午後５時３０分まで 

   （１１月６日（木）は休館日） 

会場：東京都立中央図書館４階 企画展示室及び多目的ホール（入場無料） 

 

■「ビジネス 起業・創業相談会」を開催します。 

都立中央図書館では、中小企業診断士による中小企業の経営・起業・創業などについての相談会を無

料で開催しています。 

 今後の開催予定は以下のとおりです。お気軽にご参加ください。 

 

日  時 : 平成２６年１０月２５日（土）、１１月２２日（土）午後１時から午後５時まで 

会  場 ：都立中央図書館 研修室（４階） 
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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 

各回８名まで（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。 

 

詳しくは、都立図書館ホームページ「ビジネス 起業・創業相談会」をご覧ください。 

 

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

３ 多摩図書館イベント・企画展情報  
■ 「東京マガジンバンク」企画展示「ユネスコ無形文化遺産『和食』の世界―雑誌が伝える食文化の

伝統―」 
 平成２５年１２月、「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。「和

食」は「料理」のみならず「自然の尊重という日本人の精神を体現した食に関する社会的習慣」である

と評価されました。 
暮らしを彩る日本の「食」の世界を東京マガジンバンクが所蔵する雑誌により紹介しています。 

 また、昭和初期の普段の食事の再現模型も展示しています。（協力：公益財団法人味の素食の文化セン

ター） 
 
開催期間 平成２６年１１月３日（月）まで 
     午前９時３０分から午後７時まで（土日祝は午後５時まで） 
＊休館日 １０月１９日（日） 
場  所 都立多摩図書館 展示エリア（入場無料） 
 
■ 都立多摩図書館公開講座・東京都子供読書フォーラムを開催します。 

都立図書館では、子供の読書活動を推進するため、『本のたのしみをわかちあう』（都立多摩図書館公

開講座・東京都子供読書フォーラム）を開催します。 
講演会講師の松岡享子さんは、東京子ども図書館の理事長として児童図書館員を育成するとともに、子

供の本や読書に関する研究書の出版等、子供の読書のための様々な活動を行っています。この講座では、

本の楽しさを子供とわかちあう大切さをお話ししていただきます。 
松岡享子さんの著作展示や、都立多摩図書館職員によるブックトークなども行います。 
 
日時：平成２６年１１月２９日（土） 
   午後１時から午後５時まで（開場 午後１２時３０分） 
会場：東京都多摩教育センター ホール 
申込み：１１月５日（消印有効）までに、往復はがきに「公開講座」、氏名、住所、電話番号を記入の上、

下記へお送りください。 
〒１９０-８５４３ 立川市錦町６－３－１ 東京都立多摩図書館 
入場料：無料 
対象：子供読書に関心のある方など（定員８００名）応募が定員を超えた場合は抽選 
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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/reference/tama_library/junior/tabid/3976/Default.aspx 
 
■ 都立多摩図書館 映画会のお知らせ 

都立多摩図書館では、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 

「東京の歴史と文化１」 ６本立 

日時：１０月１６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） 

『江戸から東京へ』 モノクロ２４分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『明治は遠くなりにけり（美しい東京を１）』 モノクロ３６分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

『東京 大江戸の春（町と歴史シリーズ１）』 カラー２９分 制作：英映画社 １９８０年 

『首都東京 その歴史とひろがり』 カラー３０分 制作：共立映画社 １９７８年 

『江戸から東京へ １部』 モノクロ１２分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『江戸から東京へ ２部』 モノクロ１２分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

 

「東京の歴史と文化２ 多摩の古代１」 ４本立 

日時：１１月１日（土） 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） 

『ああ天平の大伽藍』モノクロ３０分 制作：テレビ朝日 １９７７年 

『歴史を調べる』カラー１９分 制作：共立映画社 

『都民と文化財 遺跡発掘』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

『稲荷塚古墳 八角形墳の謎に迫る』 カラー３２分 制作：東京シネ・ビデオ １９９８年 

 

「東京の歴史と文化３ 多摩の古代２」 ５本立 

日時：１１月２０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） 

『多摩の古代遺跡』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

『丘陵の中の歴史 多摩ニュータウンの遺跡と遺物』カラー３４分 制作：東京シネ・ビデオ １９８

６年 

『歴史を掘る市民たち 多摩湖底の遺跡調査』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７５年 

『未来を掘る 椚田遺跡群』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７５年 

『武蔵野開発第一号』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 
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●ミニシアター 

「アルベール・ラモリス特集」 ２本立 

日時：１０月２６日（日）・１１月２７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） 

（上映作品） 

『赤い風船』カラー３６分 制作：アルベール・ラモリス（仏） １９５６年 

『白い馬』モノクロ４０分 制作：アルベール・ラモリス（仏） 

 

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

４ ～こんな本あります～アリスの本の森 「世界で《変身》する日本のアニメ」 

都立図書館のホームページのコラム「～こんな本あります～アリスの本の森」を更新しました。中央

図書館の地下１階で本の選定や目録作成に携わっている職員が交代で、蔵書からおすすめ本を紹介して

います。 
最新号のテーマは「世界で《変身》する日本のアニメ」です。各国で日本のアニメはどのように輸入（あ

るいは密輸）され、どのように加工され、どのように観られているのでしょうか。各国の日本アニメ事

情が分かる７冊をご紹介しています。 
 
『飛雄馬、インドの星になれ! インド版アニメ『巨人の星』誕生秘話』 古賀義章著 講談社 ２０１３

年刊 
『アニメが「ＡＮＩＭＥ」になるまで 鉄腕アトム、アメリカを行く』 フレッド・ラッド著 ハーヴィ

ー・デネロフ著 久美薫訳 ＮＴＴ出版 ２０１０年刊 
『アニメの魂 協働する創造の現場』 イアン・コンドリー著 島内哲朗訳 ＮＴＴ出版 ２０１４年刊 
『中国動漫新人類 日本のアニメと漫画が中国を動かす』 遠藤誉著 日経ＢＰ社 ２００８年刊 
『美しすぎるロシア人コスプレイヤー モスクワアニメ文化事情』 西田裕希著 東洋書店 ２０１３年

刊 
『アニメ文化外交』 櫻井孝昌著 筑摩書房（ちくま新書） ２００９年刊 
『日本はアニメで再興する クルマと家電が外貨を稼ぐ時代は終わった』  櫻井孝昌著 アスキー・メデ

ィアワークス（アスキー新書） ２０１０年刊 
 
詳しくは、都立図書館ホームページ「～こんな本あります～アリスの本の森」をご覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=977 
 

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

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 

■『Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒａｎｋｉｎｇ Ａｎｎｕａｌ ２０１４』Ｇａｌｅ  

都立中央図書館請求記号：ＤＲＦ／３３５．０／Ｂ９７／Ｂ６－２０１４－１ 

 世界の企業、製品、サービス、活動のランキング５０００種が収録されている、英語で書かれた資料

です。 

「自動車産業で世界一の企業はどこか」「世界の企業で最もテレビＣＭに力を入れている企業はどこか」
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といった調査に活用できます。 

ランキングは主題のＡＢＣ順に配列されていて、主題の中には地域や国ごとに集計されたものもあり

ます。また、ランキングごとに出典資料名が記載されています。巻末の索引では、企業名からその企業

が載っているランキングを探すことができます。 

 都立中央図書館では２０１０年版から所蔵しており、最新２年分を１階ビジネス情報コーナーに配架

しています。 

なお、ビジネス情報コーナーでは、企業や業界に関する調査に役立つ資料を多数取り揃えています。

是非ご利用ください。 
 
------------------------------ 

６ オンラインデータベースひとこと紹介 
■ｎａｔｕｒｅ（Ｎａｔｕｒｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ） 

科学のあらゆる分野を網羅する週刊誌『ｎａｔｕｒｅ』の電子版です。『ｎａｔｕｒｅ』は『Ｓｃｉｅ

ｎｃｅ』とともに、世界的に著名な総合科学誌として知られており、科学のニュース、論文、書評など

が掲載されています。電子版では、原則として最近５年間の記事本文を見ることができます。また、都

立図書館では、『ｎａｔｕｒｅ』本誌も１９６４年９月から所蔵しています（一部欠号あり）。都内の公

立図書館でこのデータベースを利用できるのは都立図書館のみですので、是非ご利用ください。 

 
なお、都立図書館で利用できるオンラインデータベースサービスはこちらからご覧になれます。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/online_db_guide/tabid/376/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「『東京の路面電車』の巻」です。 
 今年は、都電荒川線が命名されて４０周年になります。都内の重要な交通機関の一つとして広く走

行していた都電は、自動車の普及による道路の交通渋滞や地下鉄の整備等により廃止されていきました。

最後に残った２７系統（三ノ輪橋から赤羽）と３２系統（荒川車庫前から早稲田）が統合され、昭和４

９年１０月に都電荒川線が誕生しました。今なお、地域に密着した交通機関として三ノ輪橋と早稲田間

を走り、人々に親しまれ、利用されています。 
今回は、都電荒川線、都電の歴史、東急電鉄世田谷線やその前身である玉電、新たな都市交通として

注目されている路面電車に関する資料・情報をご紹介します。 
 
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/3982/Default.aspx 
 
 



 7

■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、毎月新着資料をご紹介します。 
 
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。 
 １０月２７日から１１月９日までは読書週間です。先日「愛読書はなんですか？」と聞かれ、とっさ

に答えられませんでした。いろいろと好きな本はありますが、改めて愛読書と聞かれると答えるのは難

しいものですね。皆様はいかがでしょうか。 
 都立図書館情報はメールマガジンのほか、ツイッターやフェイスブックでもお届けしています。日々

新しい情報を発信していますので、フォロー、シェアをよろしくお願いします。 
 
■ 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１０月１５日発行 

 


