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都立図書館通信 （Ｎｏ．１１５） 

 

みなさま、こんにちは。４月の都立図書館通信です。 

新年度が始まって２週間余りが経ちました。新しい環境に移られた

方々も、少し落ち着かれた頃でしょうか。 

移転オープンした都立多摩図書館では、「東京マガジンバンクカレッ

ジ」など、今年度も様々なイベントを行ってまいります。是非今後の動

向にご注目ください。 

今月も、様々な情報を皆様にお届けいたします。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】メールマガジン送付先の変更について 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■ シリーズ展示「～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向

けて～ 世界中の国のこともっと知ろう！ 第３回－オセアニア・アジ

アＰａｒｔ１編 」 

 

都立中央図書館では、世界の国々に関する資料を集めたシリーズ展示

を行っています。 

シリーズ第３回目は、オーストラリア、ソロモン諸島、ツバル等のオ

セアニアに加え、台湾、韓国、インドネシア等の東アジア・東南アジア、

合わせて３４の国と地域を取り上げます。 

日本を訪れる外国人が増加している今、世界の国々と人々のことをも

っとよく知ってみませんか？  

 

【会期】３月３日（金）から５月７日（日）まで 

    午前１０時から午後８時まで（土日祝は午後５時３０分まで） 

【会場】都立中央図書館 ４階企画展示室 

【問合せ先】都立中央図書館０３－３４４２－８４５１（代） 
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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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1517 

 

■ このほかにも、館内各所で様々なミニ展示を行っています。 

５月の展示ガイドはこちらからご覧いただけます。 

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

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■ 雑誌の世界を深く知ろう！「東京マガジンバンクカレッジ」イベン

トのお知らせ（５月から７月まで） 
 

都立多摩図書館は移転オープンを機に「東京マガジンバンクカレッ

ジ」を開設しました。５月から７月までのイベントとして、連続ワーク

ショップや講演会を実施します。皆様是非ご参加ください。 
 
１ ワークショップ連続講座 「雑誌をつくるワークショップ」（雑誌

総合セクション） 
 

まずは、雑誌の魅力である様々なコンテンツを編集するためのポイン

トを学んでいただきます。そして、自分で撮影した写真を使って、スマ

ートフォンやパソコンで読める一冊のデジタルマガジンを作ってみま

せんか。講座に参加された方々と協働で作品に仕上げることは楽しい時

間となるでしょう。このため、３回の講座すべてに参加していただくこ

とが必要となりますので、あらかじめご自身のスケジュールを確認のう

え、申し込みください。 
講座は、午後７時から開始しますので、お仕事や学校帰りの皆様もど

うぞ奮ってご参加ください。 
 
【日時】 （全３回） 
第１回 ５月２６日（金） 午後７時から午後８時３０分まで 
第２回 ６月１６日（金） 午後７時から午後８時３０分まで 
第３回 ７月 ７日（金） 午後７時から午後８時３０分まで 
【講師】 丸山 信人（まるやま のぶひと）氏 
株式会社インプレスホールディングス  執行役員ＣＰＯ兼  コーポレー

トコミュニケーション室長、日本書籍出版協会 研修事業委員会副委員

長、日本雑誌協会 デジタル流通委員会前委員長、デジタルメディア協

会 理事 
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【会場】 都立多摩図書館 ２階セミナールーム 
【定員】 ２０名程度（応募者多数の場合には抽選） 
【注意事項】 
※ 講座と講座の間には、課題を自宅で自習していただきますので、自

宅にパソコン、デジタルカメラ及びメールを操作していただける環境が

必須となります。パソコン、スマートフォン、デジタルカメラ等の貸与

はありません。参加者ご自身で、用意してください。 
なお、パソコンのＯＳは、ＷｉｎｄｏｗｓでもＭａｃでも構いません

が、Ｗｏｒｄが使えることが必要となります。Ｗｏｒｄの互換ソフトは

使用できません。 
※ メールのアドレスが必要となりますので、開講時までに準備してお

いてください。いただいた個人情報については、「東京都個人情報の保

護に関する条例」に基づき、適切に管理します。 
 
２ 講演会「江戸から東京へ－多摩万華鏡－」（多摩セクション） 

多摩地域の江戸から明治に移る変化と、今に残る文化遺産・産業遺産

について、武蔵野の新田開発や、浮世絵に描かれた多摩、新選組、絹の

道、多摩の近代建築などを織り込み、それらを取り上げた雑誌にも触れ

ながら、講演していただきます。 
 
【日時】 ５月２８日（日）午後２時から午後４時まで 
【講師】 仙田 直人（せんだ なおと）氏 
品川女子学院高等部校長、前東京都立三鷹中等教育学校校長。主な著作

等：『東京グローバル散歩』（共著、山川出版社 ２０１６）『東京多摩

散歩２５コース』（山川出版社 ２００４） 
【会場】 都立多摩図書館 ２階セミナールーム 
【定員】 １２０名程度（応募者多数の場合には抽選） 
【参考】 
※ 講演会終了後、図書館司書による雑誌トークを実施します。 
※ 会場には、講演に関連する雑誌を展示します。 
※ 後日、本講演でお話しいただいた場所を巡る「地域散歩」を実施す

る予定です。詳細については、講演会の当日にお知らせします。なお、

「地域散歩」への参加希望者が多数の場合には、抽選となります。 
 
３ 講演会「『旅と鉄道』の再生と復刊」（鉄道セクション） 

雑誌『旅と鉄道』の編集人・発行人である講師から、復刊のためにど

のようなご苦労をされたか、さらに、復刊から６年目を迎えた現在の様

子なども含めて、雑誌編集の裏話について伺います。 
 
【日時】 ６月１１日（日）午後２時から午後４時まで 
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【講師】 芦原 伸（あしはら しん）氏 
『旅と鉄道』『ＳＩＮＲＡ』編集人・発行人、（株）天夢人代表。紀行作

家。日本旅行作家協会常任理事 
【会場】 都立多摩図書館 ２階セミナールーム 
【定員】 １２０名程度（応募者多数の場合には抽選） 
【参考】 
※ 講演会終了後、図書館司書による雑誌トークを実施します。 
※ 会場には、講演に関連する雑誌を展示します。 
 

お申込みについては、都立図書館ホームページの「東京マガジンバン

ク」のページをご覧ください。 
 
１ 雑誌総合セクション ワークショップ連続講座 「雑誌をつくるワ

ークショップ」について 
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4284/Default.aspx 

 
２ 多摩セクション講演会「江戸から東京へ―多摩万華鏡―」について 
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4285/Default.aspx 

 
３ 鉄道セクション講演会「『旅と鉄道』の再生と復刊」について 
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4288/Default.aspx 

 
■ 都立多摩図書館 ４月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ（入場

無料） 
平成２９年度、都立多摩図書館では、毎月第１日曜日と第３木曜日（た

だし、４月は第２日曜日と第３木曜日）に所蔵フィルムの定例映画会を

開催する予定です。 
４月は、当館展示エリアにおいて開催中のオリンピック関連展示に合

わせ、スポーツがテーマの映画を上映いたします。先着順ですので、奮

ってご参加ください。 
 
【日時】 ４月２０日(木)、５月７日(日)、５月１８日(木)  
いずれも、午後１時開場、午後２時上映開始 
【会場】 都立多摩図書館 ２階セミナールーム 
【定員】 先着２００名程度 
【上映作品】 
・４月２０日(木)  ドキュメンタリー「東京オリンピック特集」 
① 『読売国際ニュース８１７号』 １９６４年制作 
② 『東京オリンピックへの道』 １９６３年制作 
（上映時間 合計８８分） 
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・５月７日(日)  劇映画『二十四の瞳』 １９５４年制作 
（モノクロ 上映時間 １５２分） 
・５月１８日(木) ドキュメンタリー「武蔵野の風景」 
① 『歴史を調べる』 １９８２年制作 
② 『武蔵野』 １９７１年制作 
③ 『武蔵野国の仏たち』 １９８０年制作 
（上映時間 合計７８分） 
 
【問合せ先】 都立多摩図書館 
 電話：０４２－３５９－４０２０（ダイヤルイン） 
 

―――――――――――――――――――― 

【３】こんな本あります ～アリスの本の森～ 

―――――――――――――――――――― 

■ こんな本あります ～アリスの本の森～ 

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「本づくりの舞台裏から」です。 

都立図書館では、図書をはじめ、雑誌や新聞、電子書籍などの膨大な

資料を所蔵しています。今回はその中から、編集者や装丁家など、本づ

くりの舞台裏に関する資料をご紹介します。 

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=1290 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

■ 司書が選ぶ調べものに使える本 

『明治期怪異妖怪記事資料集成』湯本 豪一 ／編 国書刊行会  ２００９．

１（都立中央図書館請求記号：Ｄ／１４７．６／５００８／２００９） 

 

妖怪の目撃情報を調べたい！そんなときに是非活用していただきたい

のが『明治期怪異妖怪記事資料集成』です。この資料では、国立国会図書

館・日本新聞博物館（現ニュースパーク）で所蔵する国内および海外の邦

字新聞から、明治年間（４５年７月末まで）に掲載された怪異・妖怪事件

の記事が、影印で時系列順に収録されています。 

記事の見出しには、「腹鼓の打ちすぎ」、「大蛇に襲われる」、「人面獣身」、

「お化け料理屋 怪しい事が毎夜続く」と、わくわくするラインナップが

目白押しです。 

明治期の全国紙については、昨今、オンラインデータベース等によって、
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調査が比較的容易になりました。しかし、この資料には、データベース化

されていない地方や外地の新聞からも多数が採録されており、編者の怪異

記事の収集にかける熱意が伝わってきます。 

明治期の新聞のため、読みづらい文字もありますが、巻末には「掲載記

事内容一覧」として、活字で見出し一覧が掲載されていますので、探しや

すくなっています。シリーズとして、大正期編、昭和戦前期編もあります。

時代ごとの移り変わりを追ってみていただくのもおすすめです。 

 

―――――――――――――――――――― 

【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が無料でご

利用いただけます。 

この春から新たに使えるようになったオンラインデータベースをご

紹介します。 

 

■ 「ｙｏｍｉＤｒ.」（読売新聞社） 

「ｙｏｍｉＤｒ.（ヨミドクター）」は、読売新聞社が提供する医療・健

康・介護情報のデータベースです。 

全国約５，０００の病院等の治療実績をまとめた「病院の実力」、病

気の概要及び読売新聞の医療記事を症状や部位から探せる「医療大全」、

医療相談に対する専門医の回答を収録した「医療相談室」などが利用で

きます。 

気になる病院の患者数や手術件数、病気・症状ごとの治療や付き合い

方など、医療に関する様々な情報を検索して調べることが可能です。 

今年度から新たに導入されたデータベースです。ご来館の際には是非ご

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につい

ては、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 

 

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。 
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最新号は「『井の頭恩賜公園 もうすぐ開園１００周年』の巻」です。 

 

井の頭池や御殿山からなる井の頭恩賜公園は、日本で初めての郊外公

園として、また御下賜（ゴカシ）公園として大正６年５月に開園しまし

た。現在では、総面積３８万平方メートルを超える都内有数の公園とな

り、この５月に１００周年を迎えます。 

井の頭恩賜公園は、ＪＲ吉祥寺駅に近く、御殿山には動物園と彫刻館

のある自然文化園が、井の頭池には弁天島と水生物館があります。また、

桜の名所としても有名で、周辺には三鷹の森ジブリ美術館、武蔵野市立

吉祥寺美術館があり、都会のオアシスになっています。 

 

今回のクローズアップ都市・東京情報は、１００周年を迎える井の頭

恩賜公園とその周辺に関連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/4292/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】メールマガジン送付先の変更について 

―――――――――――――――――――― 

 春は、メールアドレスの変更が多い季節でもあります。 

メールマガジンの送付先を現在登録中のメールアドレスから、別のメ

ールアドレスに変更する場合は、以下の手続が必要となります。 

（１）新メールアドレスの登録 

（２）旧メールアドレスへの配信停止依頼 

都立図書館からは送付先の変更ができません。お手数をお掛けします

が、各自で変更手続を行っていただきますよう、よろしくお願いします。 

 

登録・配信中止について、詳しくは、都立図書館ホームページをご覧
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ください。 

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

 

→携帯用 

http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/i/4000.html 

―――――――――――――――――――― 

 

＜＜編集後記＞＞ 

今月号も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

春は花が咲き誇り、楽しみが多い季節です。都立中央図書館のある有

栖川宮記念公園でも、今年も桜がきれいに咲いて、花見を楽しむ方々の

姿が見られました。 

満開の桜も、風に吹かれ、雨に打たれながら、徐々に散っていきます。

去りゆく春を惜しむと同時に、やがて迎える新緑の季節を、今から待ち

遠しくも思ったりしています。 

来月号で、また、お会いできますことを楽しみにしています。どうぞ

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 

→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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

メールマガジンに関するご意見・ご要望 

→ mailmag★library.metro.tokyo.jp 

（★を@に替えてください） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ  

→ https://twitter.com/tm_library 

都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋ  

→ https://www.facebook.com/tmlibrary 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

「都立図書館通信」編集部 

（東京都立中央図書館管理部企画経営課内）   
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