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都立図書館通信 （Ｎｏ．９４） 

 

みなさま、こんにちは。 

都立図書館通信をご覧いただきまして、ありがとうございます。 

７月に入り梅雨寒な日が続きました。そのせいか今年はまだ蚊が少ないように思われますが、まだこ

れからでしょうか。 

中央図書館では七夕の日に１階玄関ホールにカフェが開店しました。外の銀杏の大木を眺めながらコ

ーヒーブレイクを楽しみませんか。ケーキなどもご用意しています。 

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 中央図書館イベント・企画展情報  

■ 企画展示「東京に集う聖火－１９６４年東京オリンピック聖火リレーをたどる－」開催中 

■ 平成２７年度中小企業診断士による「ビジネス 起業・創業相談会」開催のお知らせ 

２ 多摩図書館イベント・企画展情報  

■ 常設展示「創刊号に見る昭和の時代 その二 文芸雑誌」開催中 
■ 子供向けイベント「夕涼みのおはなし会」 

■ 多摩図書館 映画会のお知らせ 

３ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

■ 「絶滅危惧種の保護」 

４ 司書が選ぶ調べものに使える本  

■ 『江戸城下変遷絵図集 １～２０』 

５ オンラインデータベースひとこと紹介  

■ Ｂｉｏｇｒａｐｈｙ ｉｎ Ｃｏｎｔｅｘｔ（Ｇａｌｅ Ｃｅｎｇａｇｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ）  

６ 都市・東京情報 

■ クローズアップ都市・東京情報 

■ 東京情報月報 

  

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

１ 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「東京に集う聖火－１９６４年東京オリンピック聖火リレーをたどる－」 

１９６４年東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに焦点をあて、聖火にまつわるエピソー

ドや、当時のにぎわいのほか、聖火が駆け抜けた地域の名所や歴史・文化などを、所蔵する図書館資料

や当時の写真等で紹介します。 

１９６４年東京オリンピックの聖火が沖縄に到着し、４つのコースに分かれて全ての都道府県をめぐ

った後、国立競技場を目指したことなどを楽しく解説します。会場では、自由研究にも役立つクイズを

行うほか、ご来場記念として特製チケットホルダーをプレゼントします。 

 

日時：７月５日（日）から８月３１日（月）まで 午前１０時から午後５時３０分まで 

（休館日 ７月１７日（金）、８月６日（木）・２１日（金）） 

会場：中央図書館 ４階 企画展示室（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。 
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http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1134 

 

■ 平成２７年度中小企業診断士による「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。 

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２５日（土）、９月２６日（土）、１０月２４日（土）、１１月２８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。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4049/default.aspx 

 

 

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

２ 多摩図書館イベント・企画展情報  

■ 「東京マガジンバンク」常設展示「創刊号に見る昭和の時代 その二 文芸雑誌」開催中 

都立多摩図書館では、６，０００誌をこえる雑誌の創刊号を所蔵しています。今年度はこのコレクシ

ョンの中から昭和に創刊された雑誌をテーマごとに選び、全６回シリーズで展示します。 

第２回のテーマは「文芸雑誌」です。都立多摩図書館に所蔵している文芸雑誌の創刊号をお見せいた

します。小説、詩、俳句、短歌、随筆、評論及び児童文学のジャンルごとに展示しています。 

文芸雑誌は同人誌から始まった雑誌が多く、有名作家の若かりし頃の作品を見ることができます。 

また、今回は７月２３日の「文（ふみ）の日」に因んで、創刊号の中の作家の手紙を展示しました。

是非、ご覧ください。 

 

開催期間：７月３日（金）から９月２日（水）まで 

（休館日 ８月６日（木）、１６日（日）） 

場所：都立多摩図書館 展示エリア（入場無料） 

 

 

■ 都立多摩図書館では、子供向けのイベント「夕涼みのおはなし会」を開催します。 

 ストーリーテリング（昔話）をたっぷり聞いて楽しむおはなし会です。昔話、こわいお話、面白いお

話…いろんなお話をそろえて、小学生の皆さんの参加をお待ちしています。友達も誘って、夏休みの楽

しい思い出にしてください。帰りの時間が遅くなるので、子供だけで参加する人は、必ず大人の人に迎

えに来てもらってください。 

 

日時：７月２９日(水) 午後５時３０分から午後７時まで（開場 午後５時） 

・小学１～３年生対象 午後５時３０分から午後６時１０分まで  

    ・小学４～６年生対象 午後６時１５分から午後６時５５分まで  

会場：東京都多摩教育センター ２階 セミナールーム 
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対象：小学生とその保護者 

申込み：電話、来館、または都立図書館ホームページからお申込みください。 

先着４０名。 

プレゼント：参加者に「昔話や物語の本を読んだりおはなしを聞いたりするのが好きな人のための『国

語の自由研究のヒント』」をさしあげます。 

 

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=1151 

 

 

■ 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 

「多摩の昭和散歩 ２ 小平・国分寺・府中」 ５本立 

日時：７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） 

『郷土にのこる昔のくらし』カラー２８分 制作：東京シネ・ビデオ（１９７９年） 

『国分寺』モノクロ２４分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『野川かけある記』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８３年） 

『殿ヶ谷戸公園いまむかし』カラー１０分 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『歴史を調べる』カラー１９分 制作：共立映画社 

 

「多摩の昭和散歩 ３ 八王子」 ６本立 

日時：８月２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） 

（上映作品） 

『盆地は火の海だった』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８１年） 

『桑の都はいま 織物の街八王子』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７５年） 

『誰かがやらなくちゃ 我が町づくり 「八王子市浅川２０人衆」』カラー３０分 制作：テレビ朝日（１

９８０年） 

『絹の道をあるく』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９７８年） 

『生き続ける萱葺きの家』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８０年） 

『夕焼小焼里の秋』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８３年） 

 

「多摩の昭和散歩 ４ 武蔵野・小金井」 ４本立 

日時：８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） 

『ジョージと呼ばれて５年…今、吉祥寺は！?』カラー３０分 制作：テレビ朝日（１９８１年） 

『ミス東京の都内散歩』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８３年）『桜の花咲く街にお囃子は
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流れて』モノクロ３０分 制作：テレビ朝日（１９７７年） 

『わが町をふるさとに』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９８２年） 

 

 

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

３ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

■「絶滅危惧種の保護」 

 ２０１５年２月、１０年ぶりに極東ロシアでシベリアトラの大規模な個体数調査が実施されました。

シベリアトラは、生息地の森林破壊や密猟により絶滅の危機に瀕しています。調査により得られたデー

タは専門家がシベリアトラの個体数を把握したり、保護に必要な対策を立てたりするのに役立てられま

す。 

そこで今回は、シベリアトラを含め絶滅危惧種に指定されている動物や、動物の保護活動に関する資

料をご紹介します。 

 

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

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/news_reference/tabid/4068/Default.aspx 

 

 

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

４ 司書が選ぶ調べものに使える本  

『江戸城下変遷絵図集 １～２０』 幕府普請奉行編 原書房 １９８７ 

中央図書館請求記号：ＲＴ／０・２９０／６６／１～２０  

 

『江戸城下変遷絵図集 １～２０』は、幕府が作成した「御府内往還其外沿革図書」の複製です。御府内の

「往還其外」－道路、河川、橋、あき地、馬場などの沿革を調査させた結果を図にしたもので、江戸時代の初

期から幕末までの、土地の区割りや、大名屋敷の変遷がよくわかる資料です。絵図の収録年代は延宝年中（１

６７３）から文久２年（１８６２）の２００年余に渡っており、細かく分割された地区ごとに、年代を追って

図が作成されています。第２０巻には、地名索引と人名索引が収録されており、大名や旗本の名前から、屋敷

が収録されている図にたどりつくことができます。図に表されている屋敷が上屋敷かどうか調べたいときには、

『江戸東京検索データ・ブック（江戸明治東京重ね地図 別冊付録）』（エーピーピーカンパニー ２００４．

７ 中央図書館請求記号：ＰＴ／２９０．３／５０３４／２００４－２）が参考になります。 

 

 

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

５ オンラインデータベースひとこと紹介   

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になれます。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。 

 

■Ｂｉｏｇｒａｐｈｙ ｉｎ Ｃｏｎｔｅｘｔ（Ｇａｌｅ Ｃｅｎｇａｇｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ） 

Ｇａｌｅ社が出版した人名事典類を横断検索できるデータベースです。歴史上の重要な人物から現代

の著名人まで、７０万件以上の人物情報を閲覧することができます。写真や経歴のほかに、掲載雑誌や

ウェブ情報等も確認できる場合もあります。都立図書館以外の都内公立図書館には導入されていないも
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のですので、是非ご利用ください。 

 

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 

 

 

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

６ 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「『ストップ！薬物乱用』の巻」です。 
昨年７月２２日、警察庁と厚生労働省は、「脱法ドラッグ」の新呼称を、規制の有無を問わず使用す

ることが危ない物質であると明確に示すために、「危険ドラッグ」とすると発表しました。薬物の乱用

に関する問題は、時代や社会の変化と同様、絶えず変化しながらも続いています。 
１９８７年には、国連で６月２６日を「６・２６国際麻薬乱用撲滅デー」とする旨決議されました。

国内では６月２０日から７月１９日まで、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動が全国で展開されています。 
東京都では、東京都薬物乱用対策推進本部を設置し、警視庁、東京税関、東京入国管理局などの関係機

関が連携して薬物乱用防止対策に総合的に取り組んでいます。 
今回は、東京都の取組を中心に、薬物乱用防止対策に関する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御覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/4067/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ご覧ください。 
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。 

 今年初めて「東京国際ブックフェア」（７月１日から４日まで 東京ビッグサイト）に出展しました。 

「なぜ図書館がここに出ているの？」「今度行ってみます」「多摩図書館ってどの辺に移るのですか？」などた

くさん声をかけていただきました。普段利用されている方や図書館をご存じない方といろいろお話しすること

ができ、参考になりました。ありがとうございました。 

今月は、中央図書館、多摩図書館共に新しい展示を行っています。ぜひご来館ください。 

 

■ 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。 
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→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ご意見・ご要望をお気軽に編集部までお寄せください！  

→ メルマガご意見 

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７月１５日発行 


