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都立図書館通信 （Ｎｏ．１１１） 

 

みなさま、こんにちは。１２月の都立図書館通信です。 

いよいよ師走です。 

先月から始まった中央図書館の企画展示「東京凸凹地形」で来場された方

にお配りしているお散歩マップによると、中央図書館のある港区内はかなり

坂道が多いことがよくわかります。また、特別展示中の微地形模型とプロジ

ェクションマッピングを見ると、交通と地形の関係がよくわかり興味深いで

す。ぜひご覧ください。 

 今月もさまざま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】中央図書館情報  

【２】多摩図書館情報 

【３】こんな本あります ～アリスの本の森～ 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本  

【５】オンラインデータベースひとこと紹介 

【６】都市・東京情報 

【７】休館のお知らせ（１２／２０～１２／２６、１２／２９～１／３） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■締切り間近！＜１２月１９日（月）まで＞トークイベント「障害者スポー

ツの魅力とは何か？～東京２０２０大会に向けて～」 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピックまで、あと３年数ヶ月。 

都立中央図書館では、障害者スポーツをテーマにトークイベントを開催しま

す。障害者スポーツ研究のエキスパート、現役パラリンピック選手をお招き

し、トークセッション形式で、障害者スポーツの魅力や東京２０２０大会に

向けた展望などをお話しいただきます。 

コーディネーター 藤田 紀昭（ふじた もとあき）氏（日本福祉大学教授） 

ゲスト 木村 敬一（きむら けいいち）氏（パラリンピアン／水泳） 

    高桑 早生（たかくわ さき）氏（パラリンピアン／陸上） 

日時 平成２９年１月１５日（日）１４：００～１５：３０ 

会場 都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

定員 １００名（無料、抽選） 

申込み 東京都立図書館ホームページ又は往復はがき 

締切り １２月１９日（月）（往復はがきは当日必着） 

 



 2

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/event/tabid/3062/Default.aspx 

 

 

■ 企画展示「東京凸凹地形 ―地形から見た東京の今昔―」【好評開催中】 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

会期 平成２９年２月１２日（日）まで 

１０時から１７時３０分まで（金曜日は２０時まで） 

（休館日：１２月１６日（金）、２０日（火）～２６日（月）、１２月２９日

（木）～１月３日（火）、１２日（木）、２０日（金）、２月９日（木）） 

会場 都立中央図書館 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ご覧ください。 

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

itemid=1436 

 

 

■ １２月２７日（火）から都立中央図書館が変わります！ 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

○１階中央ホールのレイアウトを一部変更し、新展示コーナーを開設します。 

○図書館検索システムがバージョンアップされて、使いやすくなります。 

○パソコン（持込）が１階から４階まですべての席で利用できるようになり

ます。 

 

 

■ 都立中央図書館 新展示コーナーオープン！ 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて、都立中央図書館１

階中央ホールに、３つの展示コーナーを新設します。 

開設日 １２月２７日（火） 

（１）オリンピック・パラリンピックコーナー ～東京大会を盛り上げよう

～ 

  オリンピック・パラリンピックの歴史、過去の大会の記録、競技種目な

どを当館資料で紹介します。１９６４年東京大会の貴重な資料も随時展示し

ます。 

（２）伝統・文化コーナー ～日本・東京の魅力 再発見～ 

  江戸時代から受け継がれてきた東京の文化や世界的に人気のある和食な

ど、さまざまな日本の文化を当館資料で紹介します。特別文庫室所蔵の浮世

絵（複製）も展示します。 

（３）Ｂｏｏｋｓ ｏｎ Ｊａｐａｎ ～日本のこと、もっと知ろう～ 

  当館所蔵の１５万冊の洋書の中から、日本について書かれた本を、「学ぶ」



 3

「遊ぶ」「暮らす」の切り口で紹介します。 

 

 

■ 今月も、館内各所で様々なミニ展示を行っています。ぜひご覧ください。

１２月の展示ガイドはこちらからご覧になれます。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/event/tabid/1225/Default.aspx 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■都立多摩図書館移転オープンのお知らせ 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

都立多摩図書館は、平成２９年１月２９日（日）午前１０時、スケールア

ップして立川市から国分寺市に移転オープンします。公立図書館では国内最

大級の規模（約１７，０００タイトル）の雑誌を所蔵する「東京マガジンバ

ンク」、子供の読書活動を推進する「児童・青少年資料サービス」の二つを柱

にした図書館です。 

移転オープンを記念して、各種イベントを行いますので、ぜひ、お越しく

ださい。 

 

オープン当日（１月２９日）のイベント 

◆午前１０時、エントランスホールにおいて、テープカットを行います。 

 

（１）中江有里さん トークイベント（１４：００～１５：３０） 

女優・作家の中江有里さんをお招きして、読書に関するお話しと朗読を交え

たトークイベントを行います。 

 

（２）はじめてのたまとしょかん（１３：４０～１５:３０） 

小学生を対象に、図書館の裏側を探検するバックヤードツアーと楽しいおは

なし会を行います。 

 

（３）バックヤードツアー（午前・午後各１回） 

普段は見ることのできない書庫など、図書館の裏側を含め、新しい多摩図書

館をくまなくご案内します。 

 

お申込み・詳細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=1461 
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■ 移転オープン準備休館のお知らせ 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

現在の都立多摩図書館（立川）での開館は、平成２８年１２月１９日（月）

までとなりますのでご注意ください。 

１２月２０日（火）からは新館（国分寺）移転オープン準備のための休館

に入ります。 

休館期間：平成２８年１２月２０日（火）から平成２９年１月２８日（土）

まで 

１月２９日（日）以降は、国分寺の新しい多摩図書館を御利用下さい。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】こんな本あります ～アリスの本の森～ 

―――――――――――――――――――― 

■ 「色のユニバーサルデザイン」 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

都立図書館ホームページ上で、新着おすすめ本を中心に職員が交代で紹介

しているコーナー「こんな本あります ～アリスの本の森～」。 

最新号のテーマは「色のユニバーサルデザイン」。 

人間は、情報の多くを視覚から得ると言われており、色の感じ方が一般的

な色覚と異なる場合、他の人たちと異なった認識をしてしまう可能性があり

ます。そこで今回は、カラーユニバーサルデザインについての資料をご紹介

します。 

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

itemid=1451 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

『世界の法律情報 グローバル・リーガル・リサーチ』阿部 博友［ほか］／

編著 文眞堂 ２０１６．６ 

（都立中央図書館請求記号：３２０．７／５０５１／２０１６） 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

本書は、諸外国・地域の基本的な法制度および法律情報の調べ方について解説

しています。日本のほか、アジア、北米・ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中近東・

アフリカにおける１６の国・地域を取り上げています。 

国・地域別の法律情報のほか、国家間をまたがるＥＵ法、イスラーム法、その

他国家法以外の国際的ルールについても、独立の章を設けて解説しています。さ

らに、企業法務担当者や学生を念頭に、レポート作成のための情報収集と活用法

も紹介しています。 
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それぞれの分野に精通した執筆陣がエッセンスだけを取り上げ、コンパクトに

纏め上げているので、ハンディな入門書としても利用できます。国際的な法律問

題に直面した時、最初に手に取りたい一冊です。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【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

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。 

 

■ジャパンナレッジ 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

『日本大百科全書（ニッポニカ）』をはじめ、『現代用語の基礎知識』や『江

戸名所図会』、国語・外国語辞書など、５０種以上のコンテンツを搭載したオ

ンラインデータベースです。調べたいことばを入力し、一括検索することが

できます。 

例えば、ある人物について調べるとき、人名事典よりも歴史辞典である『国

史大辞典』に詳しい記述があるなど、事柄を多様な観点から調べることが可

能です。さらに関連項目をたどることによって、知識を広げていくこともで

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 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【６】都市・東京情報   

―――――――――――――――――――― 

■クローズアップ都市・東京情報 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

最新号は『東京の地形 湧水編』の巻です。 

都内には６１６ヶ所、２３区内だけでも２３５ヶ所もの湧水（ゆうすい）

地点が確認されています（平成２５年度調査）。水が湧き出る場所には地形・

地質が大きく関係しており、東京の湧水は台地の崖の前面から湧く「崖線（が

いせん）タイプ」が多いことがわかっています。日本百名水の一つであり国

分寺崖線に位置する国分寺市の真姿（ますがた）の池湧水群などがこのタイ
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プです。 

湧水は、生活用水のほかにも観光的に利用されたり、公園にうるおいをも

たらす水辺空間として利用されたりするなど、湧水は人々が自然の水とふれ

あえる大切な場となっています。 

 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、湧水に関する当館所蔵の資料

を中心にご紹介します。 

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/4219

/Default.aspx 

 

■東京情報月報 

＊―＊―＊―＊―＊ 

都市･東京情報担当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 

 

―――――――――――――――――――― 

【７－１】図書館情報システム機器更新に伴う休館 

―――――――――――――――――――― 

【平成２８年１２月２０日（火）から１２月２６日（月）まで】 

 

東京都立図書館情報システムの機器更新に伴い、上の期間休館します。 

これに伴い、東京都立図書館ホームページ上で提供している一部のＷｅｂサ

ービス等がご利用になれません。 

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

１ Ｗｅｂサービスが利用できない期間 

平成２８年１２月１９日（月）午後９時から１２月２７日（水）午前９時ま

で（予定） 

 

２ 利用できないサービス 

○登録利用者サービス 

http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/registrantservice/tabid/3449

/Default.aspx 

○Ｅメール レファレンス受付 

https://www.library.metro.tokyo.jp/reference/tabid/654/Default.aspx 
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○Ｅメールによる郵送複写受付 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/mail_copy/tabid/656/Defa

ult.aspx 

○ネット予約申込み 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/reserve/tabid/1418/Defau

lt.aspx 

 

＜問合せ先＞  

都立中央図書館  電話：０３-３４４２-８４５１（代表） 

 

―――――――――――――――――――― 

【７－２】年末年始休館 

―――――――――――――――――――― 

【平成２８年１２月２９日（木）から平成２９年１月３日（火）まで】 

 

都立中央図書館は１月４日（水）午前１０時から開館します。 

都立多摩図書館は移転オープン準備のため、１月２８日（土）まで休館し

ます。 

ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

―――――――――――――――――――― 

【７－３】多摩図書館オープン移転準備休館 

―――――――――――――――――――― 

【平成２８年１２月２０日（火）から平成２９年１月２８日（土）まで】 

詳しくは【２】多摩図書館情報をご覧ください。 

 

―――――――――――――――――――― 

＜＜編集後記＞＞ 

今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございます。 

先月東京に雪が降りました。１１月の降雪は５０数年ぶりというので、当

時の新聞記事をオンラインデータベースで調べてみましたところ、１９６２

年１１月２３日に「東京に初雪」の記事がありました。着物姿で傘をさして

歩く女性たちの写真に時代を感じました。 

来月号でまた、お会いできますよう、よろしくお願いします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

お知り合いに都立図書館のメールマガジンをご紹介ください。 

→ http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

メールマガジン配信停止のご連絡及びメールマガジンに関するご意見・ご要

望は、このメールマガジンの返信でお受けしています。 
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→ S0200333★section.metro.tokyo.jp（★の前はエス・ゼロ・ニ・ゼロ・

ゼロ・サン・サン・サンです。★は@に替えて送信してください） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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  

平成２８年１２月１５日発行 


