
 1

都立図書館通信 （Ｎｏ．１１９） 

 

みなさま、こんにちは。８月の都立図書館通信です。 

夏は、お祭りや花火大会など、賑やかで活気があふれる催しがたくさ

んありますね。先日も、渋谷で初の盆踊り大会が行われ、様々な年代の

方や外国の方など、多くの方々が夏の夜を楽しんだそうです。大切にし

たい日本の伝統文化のひとつですね。 

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。 

 

★８・９月の休館日：８月１８日（金）、９月７日（木）、１５日（金） 

 

＜ 目次 ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【１】中央図書館情報  

【２】多摩図書館情報  

【３】司書が選ぶ調べものに使える本  

【４】都市・東京情報 

【５】東京マガジンバンク所蔵雑誌の欠号寄贈のお願い 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

■＜参加者募集＞平成２９年度ビジネスリーダー講演会「脱近現代 多

様性のある世界のために」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

近い将来、ＡＩ（人工知能）が人間の能力を超える“シンギュラリテ

ィ”がやってくると言われています。シンギュラリティをむかえた時、

私たちの暮らし方や働き方はどのように変化するのでしょうか？ 

本講演では、シンギュラリティの後の世界で生き抜いていくためのス

キルや考え方について、メディアアーティストであり、筑波大学の学長

補佐・助教でもある落合陽一氏にお話しいただきます。 

 

日時 平成２９年９月３０日（土） 午後２時から午後４時まで 

会場 都立中央図書館 多目的ホール(４階) 

講師 落合陽一（おちあいよういち）氏 

（メディアアーティスト、筑波大学学長補佐・助教、 

Pixi Dust Technologies .Inc CEO） 

定員 １００名（無料 応募者多数の場合は抽選） 

申込み 往復はがき、都立図書館ホームページ（８月３１日（木）まで） 
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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/tabid/4345/default.aspx 

 

 

■＜好評開催中＞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５回－ヨー

ロッパ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５回目は、スウェーデンやオーストリア、ギリシャ、ハン

ガリーなど、北・東ヨーロッパを中心とした３７の国を取り上げます。 

目で見て楽しめる写真集から、その国の事情について詳しく書かれた洋

書まで、多数の資料を展示しています。ぜひご覧ください。 

 

会期 ９月３日（日）まで 

１０時から２０時まで（土日祝は１７時３０分まで） 

会場 都立中央図書館 企画展示室（４階） 

 

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/event_oll/tabid/1389/Default.aspx?itemid=1629 

 

★９月１１日（月）からは、第６回 ヨーロッパＰａｒｔ２・アフリカ

Ｐａｒｔ１編を開催します。どうぞ楽しみにお待ちください！ 

 

 

■＜好評開催中＞夏休み特別企画「てんじのてんじ（点字の展示）」～

点字でお名前書いてみませんか？～ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館視覚障害者サービス室では、夏休み期間を利用して

“点字を知る”展示を行っています。点字で書かれた本や雑誌、点字の

ための道具などを展示しています。 

来室の方は、点字板を使って実際に点字を書く体験ができます。しお

りや名刺に点字で名前を入れて持ち帰ることができます。ぜひ一度体験

してみてください。帰るころには街なかのあちらこちらの点字が気にな

るようになりますよ。 

 

会期 ９月３日（日）まで 午前１０時から午後５時まで 

会場 都立中央図書館 視覚障害者サービス室及び 
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エレベーターホール（３階） 

参加費 無料（点字体験は、小学生以上が対象です。） 

申込み 不要 

問合せ 都立中央図書館情報サービス課視覚障害者サービス担当 

   電話 ０３－３４４２－８４５１（内線３１１１） 

 

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=1636 

 

 

■＜期間限定＞「留学情報コーナー」を設置しました。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館１階入口の一角に、英語圏であるアメリカ、イギリス、

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの留学ガイドブックなど、

各国大使館から提供された留学に関する資料を並べた「留学情報コーナ

ー」を設置しました。資料は、自由に持ち帰ることもできます。 

カフェが再開するまでの期間限定ですが、５階閲覧室の「大使館等提

供資料コーナー」と併せて、どうぞご活用ください。 

 

 

■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。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

８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  

―――――――――――――――――――― 

■＜好評開催中＞東京マガジンバンク企画展示「夏こそ、英語！」のお

知らせ 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立多摩図書館では、受験や海外旅行に向け、この夏に英語を勉強し

たい方に役立つ資料を集めた企画展示を開催しています。当館で所蔵し

ている約１，４００タイトルの外国語雑誌等をはじめ、海外の文化やニ

ュースがわかる雑誌をご覧いただけます。ぜひご来場ください。 
 

会期 ９月６日（水）まで 
会場 都立多摩図書館 展示エリア（１階） 
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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/event/event_oll/tabid/1389/Default.aspx?itemid=1605 

 
 
■＜参加者募集＞大学・大学院留学説明会「アメリカ留学、はじめの一

歩！」 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

米国大使館広報・文化交流部アメリカンセンターＪａｐａｎの留学ア

ドバイザーが、アメリカ留学の最近の傾向、アメリカ高等教育の特徴、

大学等選択の要領、語学学校のタイプなどについて、日本語でわかりや

すく説明します。  
主として高校生・大学生などに向けた説明会ですが、年齢制限はあり

ません。また、進路のアドバイスにも役立てていただける内容となって

います。アメリカ留学に興味がある方だけでなく、ご家族ご一緒に、先

生方など、皆さまのご参加をお待ちしています。 
○ 開催中の東京マガジンバンク企画展示「夏こそ！英語」も併せて 

ご覧ください。 
○ 都立中央図書館「留学情報コーナー」でも、英語圏各国の留学ガ 
イドブック等をご覧いただけます。 

 
会期 ８月１９日(土) 午後２時から午後３時３０分まで 
会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 
定員 １５０名（無料 先着順） 
 

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/4346/Default.aspx 

 

 

■＜申込受付中＞都立多摩図書館バックヤードツアーのお知らせ 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立多摩図書館では、普段一般の方は入ることのできない書庫内を見

ることができるツアーを開催しています。今年１月に立川市から移転オ

ープンした新しい図書館の書庫を一緒に見てまわりませんか。 
東京マガジンバンクが所蔵する約１万７０００タイトルの雑誌や創

刊号コレクション、明治・大正・昭和初期に刊行された貴重な児童書や

街頭紙芝居、山本有三文庫をご案内します。 
 
日時 ８月２２日（火）、２３日（水） 

各日とも午後２時から午後３時３０分まで 
定員 １５名程度（申込みが必要です。） 
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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/event/news_oll/tabid/1229/Default.aspx?itemid=1612 

 
 
■都立多摩図書館 ８月・９月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 
日時 ８月１７日(木)、８月２０日（日）、９月３日（日） 

各日とも午後２時から 
会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 
定員 各回２００名（無料 先着順） 
【上映作品】 
・８月１７日（木）劇映画『絵の中の僕の村』 

（上映時間 １１２分 １９９６年） 
・８月２０日（日）子供映画会『忍たま乱太郎』２本立て 

（上映時間 ５０分） 
・９月３日（日）劇映画『地下水道』 

（上映時間 ９５分 １９５６年） 
 
詳しくは、都立図書館ホームページ（「都立多摩図書館映画会」のペー

ジ）をご覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/tama_library/tabid/1415/Default.aspx 

 
 
―――――――――――――――――――― 

【３】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

■『江戸幕府大事典』大石学編 吉川弘文館 ２００９年１２月（都立中

央図書館請求記号：Ｒ／２１０．５０／５４２６／２００９） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

江戸幕府の政治や制度について調べる際に役立つ事典です。研究成果を

反映した概論と、「職制」「江戸城」「施設」「基本用語」の４つの編で構成

された全１７６６項目の用語解説（配列は各編ごとの五十音順）がありま

す。用語解説には、各項目に参考文献が記されており、さらに深く調べる

こともできます。巻末には索引があり、見出し語と本文中の主要語句から

引くことができます。 

付録には、江戸時代末期の職制図、幕府各役職の存在期間一覧、幕府年

中行事一覧と共に幕府諸施設の所在地図、江戸城諸施設の配置図などを収

録しており、江戸城の構造やさまざまな施設の位置を視覚的に把握するこ

とができます。 
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本書は「江戸幕府」に関することに特化した事典ですが、用語解説には

江戸幕府の政治・制度や江戸城に関する歴史的な語句だけではなく、「花

見」「初雪」等の年中行事に関する語句や、「犬小屋」「仲居」等、現在も

一般的に使用されている語句も収録されています。これらの語句が、江戸

幕府内ではどのような意味合いで使用されていたのか、一般的な辞書類で

は調べることが難しい事柄もわかる一冊です。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】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、「『東京の水族館を楽しむ』の巻」です。 

 

多くがインドアの施設で、涼みながら楽しめる水族館は夏の人気施設

です。一番の人気はイルカやシャチ、アシカのショーでしょう。マンボ

ウ、ジンベイザメ、クロマグロなど大型の海の生き物を間近で見られる

展示にもたくさんの人が集います。エサやり、バックヤードツアー、ふ

れあい体験、ラッコやペンギンなど愛らしい動物たちが人を惹きつけま

す。 

日本は四方を海に囲まれています。昔から海や川の魚を多く食べ、海

や川から多くの恩恵を得ながら生きてきました。私たちの海・川の生き

物への関心、環境への関心は、特に大きいのではないでしょうか。水族

館は海や川の生き物がたくさん見られる楽しい施設ですが、生態や環境

を調査研究するという側面も持っています。学ぶことができる施設でも

あります。 

さて、東京には葛西臨海水族園をはじめとして、サンシャイン水族館、

すみだ水族館、アクアパーク品川、東京タワー水族館、しながわ水族館、

多摩川ふれあい水族館などがあります。それぞれに趣向を凝らし、個性

的な演出をしています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京の水族館の取組みや

東京の水族館を楽しむためのヒントを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/4360/Default.aspx 
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■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 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【５】東京マガジンバンク所蔵雑誌の欠号寄贈のお願い 

―――――――――――――――――――― 

都立多摩図書館の「東京マガジンバンク」では、週刊誌から学術雑誌

まで幅広い雑誌を収集・提供しています。ご覧いただける雑誌を増やす

ため、東京マガジンバンクで欠号となっている雑誌をお持ちでしたら、

都立図書館にご寄贈くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

詳しくは、都立図書館ホームページ「東京マガジンバンク所蔵雑誌欠号

寄贈のお願い」をご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/about_us/syusyu_hozon/tabid/2096/Default.aspx 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

梅雨明け以降、突然の雨に驚かされることも多いですね。傘を持って

いても雨宿りをしたり、なるべく雨に濡れないように道を選んだり。そ

んな時に新たな発見があると、少し得をした気分になります。 

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。 

→ 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） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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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） 

平成２９年８月１５日発行 


