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都立図書館通信 （Ｎｏ．８９） 
 
みなさま、こんにちは。 
立春を過ぎ、暦の上では春、と言いますがまだまだ寒いですね。 
昨年の２月は大雪に見舞われました。中央図書館では、今年も雪の予報が出るたびに職員玄関に雪か

きグッズが並べられます。来館される方が不便のないように図書館の周辺の雪かきをするためですが、

昨年ほどには降らないといいなと切実に思います。雪景色も悪くはないのですけどね。 
 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 

■ 登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限確認について 

２ 中央図書館イベント・企画展情報  
■ 中央図書館特別ミニ展示「大津波からよみがえった郷土の宝―陸前高田市立図書館 郷土資料の修

復展―」開催（２月２０日から） 

■ 中央図書館企画展示「東京の都市計画―魅力ある世界都市を目指して―」開催中 
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  

「創刊号に見る明治・大正の時代―文芸誌を中心に―」開催中 

■ 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 「クジラと共に生きる」 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 『江戸時代２６５年ニュース事典』（柏書房）  

６ オンラインデータベースひとこと紹介 医中誌Ｗｅｂ（医学中央雑誌刊行会） 

７ 都市・東京情報 
■ クローズアップ都市・東京情報「『東京オリンピック・パラリンピック』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 

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 

    平成２７年２月２４日（火）午前５時から午前６時頃まで 
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 ※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 

  ア 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。 

  イ 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。 

  ウ 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。 

 

（３）リサーチページ（統合検索サービス等）について 

リサーチページは、下記の日時においてもメンテナンスを実施します。 

メンテナンスに伴い、一部のサービスにおいて、一時的に繋がりにくくなるなど動作が不安定と

なる可能性があります。（休止はありません。） 

  ア メンテナンス作業予定時刻  

平成２７年２月１８日（水）午後１０時から２月１９日（木）午前７時頃まで  

  イ 影響を受けるサービス  

（ア）統合検索  

（イ）ポータルサービス（マイサーチ、マイポータル、郵送複写申込） 

 

 

■登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限が「平成２６年１２月３１日」までの方の更新

期限は、平成２７年３月末日までです。ログインＩＤの有効期限確認をお願いします。 

 

登録利用者サービスにおける登録（ログインＩＤ）の有効期限は、登録の日から起算して１年間です。

登録から１年が経過した方は、有効期限の確認と有効期限の延長をお願いいたします。 

「ログインＩＤ有効期限」が平成２６（２０１４）年１２月３１日までとなっている方の更新期限は、

平成２７（２０１５）年３月末日までです。 

 

有効期限の確認と延長は「利用者情報変更」 のページで行うことができます。 

https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/login.do?dispatch=/opac/user-update.do&ever

y=1 

 ※有効期限の延長は、「ログインＩＤ有効期限」の「延長する」にチェックを入れ、変更ボタンを押し

てください。変更日から起算して１年間延長されます。 

 ※パスワードの有効期限が切れている場合は、パスワード変更の画面が表示されます。パスワードを

変更後、有効期限の延長を行ってください。 
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 ※有効期限の更新は、随時行うことができます。 

 ※基本的に、平成２５年１２月までに登録いただいた方の更新期限は、平成２７年３月末までです。 

 ※メールマガジンの登録と登録利用者サービスへの登録は異なります。 

 

 

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

２ 中央図書館イベント・企画展情報  
■ 中央図書館特別ミニ展示「大津波からよみがえった郷土の宝―陸前高田市立図書館郷土資料の修復

展―」を開催します。 
東日本大震災により被災した岩手県陸前高田市立図書館所蔵の郷土資料は、岩手県立図書館や公益社

団法人日本図書館協会等により１年後に救出され応急処置が施されました。 
都立中央図書館では、平成２５年９月より、東日本大震災被災地支援事業の一環として、救出された

資料のうち、新しく入手することが非常に困難な郷土資料について、本格的な修復を行っています。第

１次として平成２５年９月に５１点、第２次として平成２６年８月に８３点の資料を受け入れました。 
このたび第１次受入資料５１点の修復が終了しました。３月２０日の陸前高田市立図書館への返還を

前に、修復の様子や修復が終わった資料などを紹介します。   
当館の前身である東京市立日比谷図書館開館（明治４１年）以来受け継がれてきた修復技術によりよ

みがえった「郷土の宝」とその修復工程をご覧ください。 
 
開催期間：平成２７年２月２０日（金）から３月１１日（水）まで 
（休館日 ３月５日（木）） 
会場：中央図書館 １階 入口ロビー（入場無料） 
 
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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1060 

 
■ 中央図書館企画展示「東京の都市計画―魅力ある世界都市を目指して―」開催中 

 東京都は２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催に向けて、さらなる都市の基盤整備を進め

ています。関東大震災や第二次世界大戦などいくつもの惨禍を乗り越えて、東京はその度に再生・発展

してきました。本展示では、その基礎となった都市計画（まちづくり）や今後の計画などについて、当

館所蔵の図書、地図、写真などの資料で紹介します。 

 

開催期間：平成２７年１月２４日（土）から３月２２日（日）まで 

（休館日 ２月１５日（日）、３月５日（木）・２０日（金）） 

会場：中央図書館 ４階 企画展示室（入場無料） 

 

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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1034 
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-------------------------------- 

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 「創刊号に見る明治・大正の時代―文芸誌を中心に―」開催中 
都立多摩図書館所蔵の雑誌創刊号の中から、明治・大正時代に創刊された文芸誌の変遷と創刊号コレ

クションを展示しています。 
前期（明治期）は西洋の思想や文化の流入によって変わっていく雑誌の姿を、後期（大正期）は大正

デモクラシーの影響を受け、多様化した雑誌の姿を紹介します。 
時代を色濃く映した雑誌創刊号を通して、明治から大正への時代の移り変わりをご覧ください。 
また、公益財団法人大宅壮一文庫のご協力により、同文庫所蔵の貴重な創刊号も展示しています。 

 
開催期間 前期 ３月４日(水)まで ※前期、後期で展示替え 
     後期 ３月６日(金)から５月６日(水)まで 
＊休館日 ２月１５日(日)、３月５日(木)、４月２日(木)、４月１９日(日) 
場  所 都立多摩図書館 展示エリア（入場無料） 
 
 
■ 東京都立多摩図書館 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８」 ４本立 
日時：２月１９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） 
『新宿四谷今は昔 文化財にしのぶ江戸の姿』カラー３１分 制作：東映（１９８０年） 企画：新宿

区 
『新宿淀橋今は昔 文化財に見る郷土のうつり変わり』カラー３１分 制作：東映（１９８２年） 企

画：新宿区 
『池袋（新東京地図 3）』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 
『都市はじめて物語 モダン昭和の東京』カラー３０分 制作：桜映画社（１９９５年） 企画：大成

建設 
 
「東京の歴史と文化９」 ５本立 
日時：３月１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） 
『日本橋から六郷まで』モノクロ１０分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 
『銀座通り（新東京地図１）』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 
『汐留遺跡 江戸大名屋敷から文明開化ヘ』カラー３０分 制作：東京シネ・ビデオ（１９９８年） 
『伊皿子貝塚遺跡 縄文時代のくらし』カラー３０分 制作：東京シネ・ビデオ（１９７９年） 
『東京の下町』カラー２４分 制作：日本記録映画作家協会、東京を記録する会（１９７５年） 
 
●ミニシアター 
『イタズ 熊』カラー１１７分 制作：こぶしプロダクション（１９８７年） 
日時：２月２２日（日）・３月２６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） 
 監督：後藤俊夫 出演：田村高廣、桜田淳子 ほか 
 

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

４ ～こんな本あります～アリスの本の森 「クジラと共に生きる」 
 
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「クジラと共に生きる」です。古来より密接に結びついてきた、クジラと人の関わ

りを見つめた本７冊をご紹介します。 
若い感性によって選ばれた高校生直木賞作品、アメリカの発展とクジラの意外なつながりを知る本、ク

ジラの生態を知る本など、それぞれ異なる視点のものをピックアップしました。 
 
☆日本人とクジラ 
『こと典百科叢書 第３９巻 捕鯨』 大空社 ２０１４年刊  
『巨鯨の海』 伊東潤著 光文社 ２０１３年刊 
『クジラ解体』 小関与四郎著 春風社 ２０１１年刊 
 
☆世界の人とクジラ 
『クジラとアメリカ アメリカ捕鯨全史』 エリック・ジェイ・ドリン著北條正司、松吉明子、櫻井敬

人訳 原書房 ２０１４年刊 
『クジラとともに生きる アラスカ先住民の現在』 岸上伸啓著 臨川書店 ２０１４年刊 
 
☆クジラの生態 
『クジラ＆イルカ生態ビジュアル図鑑』 水口博也著 誠文堂新光社  ２０１３年刊 
『鯨とイルカのフィールドガイド 新版』 大隅清治監修 笠松不二男、宮下富夫、吉岡基著 本山賢
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司イラスト 東京大学出版会 ２００９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=1048 
 

 

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

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 

■『江戸時代２６５年ニュース事典』 山本博文監修、蒲生眞紗雄ほか著 柏書房 ２０１２ 中央図

書館請求記号：Ｒ／２１０・５０／５５２２／２０１２ 

 

慶長８年（１６０３）の江戸幕府開設から、慶応４年／明治元年（１８６８）までの江戸時代２６５

年間について、一年ごとにその年の主要な出来事を図版入りで紹介した事典です。 

一年分を見開き２ページで構成し、「政治・経済」「文化・思想」「事件・災害」「社会・世相」の四つ

のテーマごとに一つずつ事件を取り上げています。その年の天皇・将軍、老中や諸奉行など主要幕閣の

一覧や、その年にあった出来事のカレンダーも付いているため、手軽にその時代の雰囲気を把握できま

す。 

教科書で取り上げられるような大事件だけではなく、一般には余り有名でなくても当時の様子を伝え

る興味ある出来事を多く収録しています。例えば「延宝８年」（１６８０）の項を見てみると、「徳川綱

吉、五代将軍に就任する」と並んで「機械時計が幕府に献上される」「壊れた両国橋の架け替え工事が始

まる」「夜空に彗星が現れる」という事件が紹介されています。 

どこから読んでも楽しめるほか、索引が付いているので簡便な事典としても使うことができ、江戸の

歴史がより身近に感じられる一冊です。 

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

６ オンラインデータベースひとこと紹介 
■医中誌Ｗｅｂ（医学中央雑誌刊行会） 

 

「医中誌」とは「医学中央雑誌」の略称です。１９０３年創刊で、２００２年まで冊子体で刊行され

ていました。医中誌Ｗｅｂのデータベースでは、医学、歯学、薬学、看護学などの１９７７年以降の雑

誌約６０００誌から収録された、約１千万件の論文情報（一部抄録付き）が得られます。「大腸がん」で

引くと自動的に「大腸腫瘍」の論文情報も表示されるなど、便利に検索できます。１９８３年７月以前

の「医中誌」は国立国会図書館デジタル化資料として公開され、インターネットで閲覧できます。 

 

なお、都内の公共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 
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------------------------------ 

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「『東京オリンピック・パラリンピック』の巻」です。 

２０２０年夏、東京で２回目のオリンピックとパラリンピックが開催されます。日本オリンピック委員会

（ＪＯＣ）と東京都により設立された東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会によって、

準備は順調に進んでいます。開催２０２０日前となる今年１月１２日には、都庁都民広場でアスリートに

よるトークショーなどのカウントダウンイベントが催されました。 
また、２０１５年度東京都予算案では、オリンピック・パラリンピックに向けた準備をはじめ、都民福

祉の充実や経済の活性化などに財源が重点的に配分されました。 
今回は、「東京オリンピック・パラリンピック」に関する資料についてご紹介します。 

 
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/closeup/tabid/4013/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。 

 先日、中央図書館に地元のケーブルテレビの取材が入り、企画展示と図書館ツアーが紹介されました。

テレビは、御覧になった方に図書館のことを知っていただく貴重な広報媒体です。「図書館でこんなこと

をやっているなら行ってみようかな」とか「使えそうな図書館だから行ってみたい」と興味を持ってい

ただける良い機会だと思います。 
 ホームページやＳＮＳ、そしてこのメールマガジンでも都立図書館情報をどんどん紹介していきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
■ 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 



 8

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２７年２月１５日発行 

 


