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都立図書館通信 （Ｎｏ．１２４） 

 

みなさま、こんにちは。１月の都立図書館通信です。本年も引き続き

よろしくお願いいたします。 

これから１年で最も寒いと言われる時季を迎えますが、都立中央図書

館がある有栖川宮記念公園では紅梅が開花し、鮮やかなピンク色が心を

温めてくれています。 

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。 

 

★１・２月の休館日：１月１９日（金）、２月１日（木）、１６日（金） 

 

＜ 目次 ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【１】中央図書館情報  

【２】多摩図書館情報  

【３】Ｐｉｃｋ Ｕｐ 情報の泉 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

【５】都市・東京情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

■企画展示「「東京」いまむかし～鉄道網の発達による賑わいの変遷～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

今回の企画展示では、江戸当時の賑わいと、明治以降の鉄道網の発達

により、東京各地に広がっていった賑わいの様子を、今昔も対比しなが

ら紹介していきます。図書館司書によるギャラリートークや館内でのス

タンプラリーも実施します。ぜひ、ご参加ください！！ 

 

会期 １月２０日（土）から３月１１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） 

※ 期間中（２月１，４，１０，１６，３月１日を除く）、１５時から

司書による資料紹介を行います。 

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/edo_tokyo/tokyo/tabid/4429/Default.aspx 
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■＜参加者募集！！＞平成２９年度 健康・医療情報公開講座 

ポジティブな認知症 ～当事者が語る明るい認知症のはなし～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

「認知症でも、ひとりの人間として社会とつながっていたい」という

認知症当事者の方々の想いを叶え、地域の「仕事」に携わり、謝礼を受

け取ることができる、“次世代型”デイサービスが実現されています。 

この“次世代型”デイサービスを提供する「ＤＡＹＳ ＢＬＧ！」の

運営者・前田氏と、ともに働く認知症当事者の方々をお招きし、認知症

になっても社会とつながりを持ち、いきいきと暮らしていくための方策

について経験を交えながらお話しいただきます。 

 

日時  ３０年２月２４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) 

登壇者 前田 隆行（まえだたかゆき）氏 

（デイサービス「ＤＡＹＳ ＢＬＧ！」代表） 

小山 伸朗（こやまのぶお）氏、町田 克信（まちだかつのぶ）

氏、村山 明夫（むらやまあきお）氏 

（「ＤＡＹＳ ＢＬＧ！」メンバー） 

定員  １００名（先着順） 

参加費 無料 

申込み 都立図書館ホームページ又は往復はがき 

締切り ２月６日（火）（往復はがきは消印有効） 

 

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/3783/default.aspx 

 

 

■ ＜参加者募集！＞平成２９年度ビジネスリーダー講演会 

「時代を見とおすリーダーシップ」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

人工知能（ＡＩ）やＩＴ化がもたらす第４次産業革命によって、ビジ

ネスを取り巻く環境に大きな変革が起こると予測されています。 

時代の大きな変革に対応していくためには、過去の教訓に学ぶととも

に、将来の方向性を見極めていくことが重要となります。歴史に詳しい

教養人であり、起業家・経営者としてビジネスの第一線で活躍してこら

れた出口治明氏に、今後求められるビジネスリーダーの資質についてお

話しいただきます。 

 

日時 ２月２８日（水） 午後７時から午後８時３０分まで 

会場 都立中央図書館 多目的ホール(４階) 
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講師 出口 治明（でぐち はるあき）氏 

（立命館アジア太平洋大学学長） 

定員 １００名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込み 都立図書館ホームページ又は往復はがき 

締切り ２月１２日（月）（往復はがきは消印有効） 

 

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/4433/default.aspx 

 

 

■アメリカ 大学・大学院留学説明会「アメリカ留学、はじめの一歩！」

を開催します。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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、アメリカの高等教育の特徴、

大学等選択の要領、留学手続きのプロセス、語学学校のタイプ等につい

て、日本語でわかりやすく説明します。アメリカ留学に関心がある高校

生、大学生、保護者や社会人の皆さん、奮ってお申込みください。 

 

日時 ２月１２日（月・祝） 

会場 都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

定員 １００名（先着順） 

申込み 都立図書館ホームページ又は電話 

 

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/4438/Default.aspx 

 

 

■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。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

１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  

―――――――――――――――――――― 

■都立多摩図書館移転オープン１周年記念イベントを開催します！ 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 
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東京都立多摩図書館は、国分寺市に移転オープンして間もなく１周年

を迎えます。 
オープン以降、多くの方々にご来館いただき、すでに２３万人を超え

ました。そして今後も、人が集い、学び合う場として、より多くの方に

ご利用いただける図書館でありたいという思いを込め、次のとおり、記

念イベントを実施します。 
この機会にぜひ、都立多摩図書館にお越しください！！ 

 
１ ＜１月１７日締切＞紺野美沙子さんトークイベント 

「あなたが輝く言葉とメロディ」 
俳優の紺野美沙子さんをお招きして、本や読書の魅力についてお話し

ていただきます。 
また、作曲家・ピアニストの中村由利子さんのピアノ演奏に合わせた

朗読や、会場の皆さんとの群読もあります。 
 

日時 １月２８日（日） 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 ２００名（応募者多数の場合は抽選） 
参加費 無料 
申込み 都立図書館ホームページ、往復はがき、ＦＡＸのいずれか 
締切り １月１７日（水）（往復はがきは消印有効） 
 
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=1748 

 
 
２ ＜１月１７日締切＞バックヤードツアー 

普段は入ることのできない書庫をじっくりご案内します。 
 

【第１回】「貴重コレクション案内ツアー」 
日時 １月２８日（日）午後４時から午後５時まで 

【第２回】「東京マガジンバンクの雑誌を知るツアー」 
日時 ２月４日（日）午後４時から午後５時まで 

 
【各回共通】 

定員 各回２０名（応募者多数の場合は抽選） 
参加費 無料 
申込み 都立図書館ホームページ、往復はがき、ＦＡＸのいずれか 
締切り １月１７日（水）（往復はがきは消印有効） 
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３ １６ミリ映画フェスティバル 
 日付 ２月１１日（日）  

時間及び上映作品 
【第１回】午前９時４５分から「はやぶさ 遥かなる帰還」（２０１

２年制作、１３６分） 
【第２回】午後０時４５分から「魔女の宅急便」（１９８９年制作、

１０２分） 
【第３回】午後２時４５分から「ニュー・シネマ・パラダイス」（１

９８８年制作、１２４分） 
会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 
定員 各回２００名（入場券配布） 
参加費 無料 
※ 入場券は、都立多摩図書館内にて、次の日時に配布します。 

① ２月１０日（土）午前１０時から 
② ２月１１日（日）午前８時４５分から 

なお、両日とも予定枚数に達した時点で配布を終了します。 
 
 
４ 図書館ひみつ探検隊 

クイズに答えながら館内を探検することによって、図書館の楽しさ

を学んだり、新しい発見ができる小学生対象のイベントです。 
実施日【第１回】１月２８日（日） 

【第２回】２月４日（日） 
【第３回】２月１１日（日） 

会場 都立多摩図書館 こどものへや 
参加費 無料 
※ 事前申込不要。上記実施日の開館時間中、いつでも参加できます。 

 
○ 上記イベントのほか、都立多摩図書館の“とっておきの魅力”を紹

介する「メッセージボード」や、写真を撮ってＳＮＳへ発信できる「フ

ォトフレーム」を設置して、館内をにぎやかに彩ります！！ 
設置期間：２月１８日（日）まで 

 
 

■＜開催中！＞東京マガジンバンク企画展示「雑誌の未来を考える」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

雑誌を取り巻く状況は今、大きな変革期にあるといっても過言ではあ

りません。今回の展示では、＜知る。-雑誌の歴史-＞＜つなぐ。-雑誌

×人-＞＜考える。-雑誌の未来-＞の３つのコーナーで、都立多摩図書
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館所蔵の雑誌を展示しています。 

また、今年度から本格実施している「東京マガジンバンクカレッジ」

事業の１年間の成果や雑誌に関わる方たちからいただいたメッセージ

をご紹介しています。 

私たちと一緒に雑誌の未来を考えてみませんか。 

 

会期 ３月１５日（木）まで 

午前１０時から午後９時まで（土日祝は午後５時３０分まで） 

会場 都立多摩図書館 展示エリア 

 

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=1743 

 

 

■ ＜開催中！＞ウォール展示「世界の女性誌から ～ＶＯＧＵＥ～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立多摩図書館では、女性誌に力を入れて収集しています。 

１８９２年１２月、ニューヨークで創刊された『ＶＯＧＵＥ』は、今

や世界各国で出版され、女性誌の代表的な存在です。今回は、当館が所

蔵する１０か国版と、関連資料をご紹介します。展示を通じ、世界の多

様な生活や文化を感じていただけたら幸いです。 

 

会期 １月３１日（水）まで 

会場 都立多摩図書館 展示ウォール 

 

■「東京マガジンバンクカレッジ」イベント（平成２９年度後期） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

「東京マガジンバンクカレッジ」では雑誌の魅力を「知る・創る・伝

える」をコンセプトに連続セミナーや講演会等のイベントを実施します。  

ぜひ、ご参加ください！！ 

 

１ 連続セミナー「雑誌の過去・現在・未来」（雑誌総合セクション） 

発行部数の減少や相次ぐ休刊など、雑誌はいま、かつてない危機を

迎えています。その中で雑誌が果たす役割や活路はどこにあるのでし

ょうか。講師と会場をつなぐモデレーターとともに、雑誌編集の現場

と実情について熟知した講師から雑誌のこれからについてお話を伺

います。（第１回、第２回は終了しました） 

 

【第３回】「雑誌の再起動」 

日時 ２月４日（日）午後２時から午後４時まで 
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講師 仲俣 暁生（なかまた あきお）氏 

（フリー編集者、文筆家。ウェブサイト『マガジン航』編集発行

人。著作に『再起動せよと雑誌はいう』（京阪神エルマガジン社）、

編著『ブックビジネス２．０』（実業之日本社）等多数） 

モデレーター 清水 一彦（しみず かずひこ）氏 

（江戸川大学メディアコミュニケーション学部マス・コミ 

ュニケーション学科教授、元『ＰＯＰＥＹＥ』編集長） 

会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

定員 １２０名程度 

参加費 無料 

※ 講演会後、図書館司書等によるマガジントークを実施するほか、関

連する雑誌を展示します。 

※セミナーの詳細、お申込みはこちらから。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4373/Default.aspx 

 

２ 現場探訪 ～雑誌『多摩のあゆみ』の魅力に迫る～（多摩セクショ

ン） 

「茶の間の郷土誌」として４０年以上にわたり多摩地域で愛されてい

る、雑誌『多摩のあゆみ』の編集者の方に、その魅力をお話しいただき

ます。あわせて、同誌を発行するたましん地域文化財団の「歴史資料室」

を見学し、多様な多摩地域の資料を通して豊かな歴史や文化を学びます。 

 

日時 ２月２１日（水）午後２時３０分から午後４時３０分まで 

会場 公益財団法人たましん地域文化財団 歴史資料室（国立市） 

※現地集合、現地解散になります。 

定員 ２０名程度 

参加費 無料 

 

※現場探訪のお申し込み、「東京マガジンバンクカレッジ」のイベント

の詳細はこちらから。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4373/Default.aspx 

 

 

■都立多摩図書館 １月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ（入場無

料） 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 
日時 １月１８日(木) 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 ２００名（先着順） 
【上映作品】 
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 ドキュメンタリー「宇宙へのフロンティア」（１９８８年制作／８０

分／米映画） 
 １９６０年代にＮＡＳＡが行った有人宇宙探査アポロ計画のドキュ

メンタリー映画。 
 
詳しい内容は、都立図書館ホームページの「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】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 
―――――――――――――――――――― 
■雪と氷の祭典 冬季オリンピック・パラリンピックの魅力 
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

韓国・平昌（ピョンチャン）２０１８オリンピック・パラリンピック

冬季競技大会がいよいよ始まります。オリンピック１５種目は２月９日

～２５日、パラリンピック５種目は３月９日～１８日に開催されます。 
日本と韓国は時差がないため、リアルタイムでの応援がしやすく、お茶

の間観戦も大いに盛り上がると思います。しかし、フィギュアスケート

やスキージャンプなど、知名度の高い種目でも、ルールや選手について、

よく知らないという方が多いのではないでしょうか。 
今回は、意外と知らない冬季オリンピック・パラリンピックについて

予習できる本をご紹介します。 
 
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/tabid/4444/Default.aspx 

 

 
―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

■『図解・江戸城をよむ』深井 雅海著  原書房  １９９７年３月 

（都立中央図書館請求記号：Ｒ／２１５０／３２２９／９７） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 江戸城本丸御殿は、将軍が政務を司る「表向（おもてむき）」、将軍の日

常生活の場である「中奥（なかおく）」、将軍の正妻である御台所や側室な

どの生活の場である「大奥（おおおく）」の三つの区域からなっていまし

た。本書は、表向、中奥、大奥のそれぞれの部屋の構成と江戸幕府の職制

との関係や、各部屋で行われる儀式や作法などを、豊富な図版と貴重な資
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料を駆使して紹介しています。図版には、特に江戸城の部屋割りの書かれ

た図面が数多く使用され、都立中央図書館特別文庫室の資料も多数掲載さ

れています。内容は少し専門的ですが、専門用語には、その都度、解説が

ついており、専門的な知識がなくても理解することができます。 

江戸城のしくみだけではなく、将軍の役割や江戸幕府の組織について一

歩踏み込んで知りたいときに役に立つ１冊です。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【５】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『鉄道』いまむかし～地下鉄編～」です。 

 

昭和２年、東京地下鉄道が上野－浅草間に開通しました。そして、９

０年の時を経て網の目のように広がった東京の地下鉄。今や地下鉄は首

都圏で生活する人々の欠かせない足になっています。 

東京メトロ（東京地下鉄株式会社）では、地下鉄開通９０周年を記念

して、「新春デパート巡り乗車券」の発売や「ＴＯＫＹＯ ＭＥＴＲＯ ９

０ Ｄａｙｓ ＦＥＳ！スタンプラリー」など様々なキャンペーンを行っ

ています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京の地下鉄の歴史を辿

り、その発展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/4434/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 

 



 10

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

今年も都立図書館では様々な展示や講演会等の事業を開催いたしま

す。ぜひ、ご来館ください。 

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） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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３０年１月１５日発行 


