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都立図書館通信（Ｎｏ．１３９） 

 

みなさま、こんにちは。４月の都立図書館通信です。 

新年度を迎え、早２週間が過ぎました。新しい環境の中でお過ごしのみ

なさまもようやく落ち着かれた頃でしょうか。 

ゴールデンウィークの１０連休も間もなく始まります。今月のクローズ

アップ都市・東京情報は「『東京で楽しむアート』の巻」です。その他、

今月も様々な情報を皆様にお届けいたします。連休のお出かけの計画に、

ぜひお役立てください。 

 

 

＜ 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】「ＴＯＫＹＯアーカイブ」に新たに画像を公開しました 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★４月・５月の休館日：４月１９日（金）、５月９日（木）、５月１７日

（金）【ゴールデンウィーク期間中も毎日開館しています。】 

★ミニ展示等の詳細は、今月のイベントガイドをご覧ください。 

 https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■ペルー日本人移住１２０周年・２０１９年日本ペルー交流年記念展示

「Ｖａｍｏｓ ａｌ Ｐｅｒｕ！ ～ペルーに渡った日本人～」  

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

日本の裏側、南米・ペルー。実は日本と関わりが深い国なんです。そん

なペルーにゆかりのある日本人や日系人の方々、古代遺跡、ナスカの地

上絵、鮮やかな民族衣装、ペルー料理など、ペルーの魅力を展示でご紹

介します。会期中には、映画会や講座等のイベントも予定しています。

ぜひご来場ください！ 

 

【会期】５月２６日（日）まで 

午前１０時から午後８時４５分まで（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 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/
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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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5098_

20190130.html 

 

■ ペルー映画上映会  

本邦未公開のペルー映画「Ｕｎａ ｓｏｍｂｒａ ａｌ ｆｒｅｎｔｅ」

（ウナ・ソンブラ・アル・フレンテ） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

（２００７年 ペルー １３５分 日本語字幕付き） 

あらすじ ２０世紀初頭ペルー。若き道路技師エンリケ・アエットは、

アマゾン川から遠く離れた地域に国内の主要道路をつなぐという大志

を抱いていた・・・ペルー新生共和国における、大きな変化の時代を克

明に描いた大作です。※大人向けの内容です。  

（１３５分 スペイン語、日本語字幕付き ２００７年 英語タイト

ル：Ｃｒｏｓｓｉｎｇ Ａ Ｓｈａｄｏｗ） 

【日時】５月１１日（土）午後２時から４時３０分まで（午後１時３０

分開場） 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール（先着１００名） 

 

■ もっと知りたい！「ペルー講座」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

駐日ペルー大使館商務部商務参事官のルイス・エルゲロ氏を講師

にお迎えし、近年世界でも注目を浴びているペルー料理について、

映像をまじえながらお話しいただきます。（日本語通訳付き） 

 

【テーマ】世界一の美食大国ペルー～魅惑の食文化～ 

【日時】５月２５日（土） 午後２時から３時３０分頃まで 

【会場】都立中央図書館 ４階 企画展示室（先着３０名程度） 

詳しくは、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5188_201

90401.html 

 

■ 都立中央図書館「図書館ツアー」のお知らせ（４月～７月） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館の図書館見学ツアーに参加してみませんか。 

普段は入れない書庫を見られるバックヤードツアーや、本の修復見学ツ

アーなど、様々なツアーを開催いたします。 

ただいま４月から７月までのツアーの参加申込みを受付中です。 

 

【日時】 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5098_20190130.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5098_20190130.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5188_20190401.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5188_20190401.html
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○バックヤードツアー 

４月２５日（木）午後３時から４時３０分まで 

○ナイトツアー 

５月２４日（金）午後７時から８時まで 

○本の修復見学ツアー 

６月２７日（木）午後３時から４時３０分まで 

○西洋美術をめぐるツアー 

７月２５日（木）午後３時から４時まで 

 

【定員】各ツアー 先着１０名（先着順） 

【申込み先】  

（１）来館：１階 総合案内・相談カウンター 

（２）電話：０３－３４４２－８４５１（代） 

 

■ 都立中央図書館「図書館ツアーオンデマンド」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

「図書館ツアーに参加したいが、日程があわない」 

「友達数人のグループだけで参加したい」 

「データベースの使い方を教えてほしい」 

そういった個別のご要望にお応えするのが、「図書館ツアーオンデマン

ド」です。 

ご希望の平日に、５名以上１２名までのグループで見学できます。 

見学は平日、月曜から金曜日の午前１０時から午後５時までです。 

見学希望日が決まりましたら、１か月前までにお申し込みください。 

申込み、詳細は、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/ 

 

■ 都立中央図書館「ショートセミナー」のお知らせ（４月～６月） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館のオンラインデータベースや所蔵資料の活用方法をテ

ーマごとに紹介します。事前申込みは不要、初心者の方向けの内容です。

ぜひお気軽にご参加ください！ 

 

【日時】 

○ビジネス情報の調べ方 

４月１７日（水）午後３時から３時３０分まで 

○法律情報の調べ方 

５月１５日（水）午後３時から３時３０分まで 

○美術情報の調べ方 

５月２３日（木）午後３時から３時３０分まで 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/
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○市場情報の調べ方 

６月５日（水）午後７時から７時３０分まで 

 

詳細は、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_databa

se/short_seminar/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■企画展示「ヘイセイ→→→ミライ ～平成から未来へ～」  

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

皆さんにとって、「平成」とはどんな時代でしたか。また、この先、ど

のような時代になっていくのでしょうか。 

今回の展示では、ベストセラーや創刊誌から平成の３０年間をたどるほ

か、様々な雑誌を通してトレンドやヒット商品、コミュニケーションツ

ールの変化などを振り返ります。 

あわせて、ＡＩ（人工知能）や未来のライフスタイルなど、これからの

時代に欠かせないテーマを取り上げた雑誌をご紹介します。 

【会期】６月１０日（月）まで 

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア 

 

■ウォール展示「プレイバックヘイセイ 平成のアイドルたち」  

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

平成という時代をトップアイドルとして疾走してきた「ＳＭＡＰ」と

「嵐」。２つの国民的アイドルグループが表紙を飾った雑誌で、平成を

振り返ります。 

【会期】６月１０日（月）まで 

【会場】都立多摩図書館 展示ウォール 

 

■都立多摩図書館 ４月・５月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】４月１８日(木)、５月５日（日）、５月１６日(木) 

    各日共通１４時から    

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム  

【定員】各回２００名（先着順） 

【上映作品】 

・４月１８日（木） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
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「東京の島」 

（１）神々が集う島 神津島 

（２）ハートアイランド式根島 

（３）式根島 

（４）トロピカル東京 小笠原 

（５）小笠原、この自然を誰に 

（６）大きく育て！ アオウミガメ 小笠原の自然に生きる 

（合計８１分） 

 

・５月５日（日） 

「矢玉四郎特集」 

（１）はれときどきぶた 

（２）おばけうんどうかい 

（合計６３分） 

 

・５月１６日（木） 

「東京のまち」 

（１）銀座八丁 

（２）新宿 

（３）浅草 

（合計７２分） 

 

詳しくは、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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/ 

【問合せ先】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０ 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】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 

『外国映画原作事典』（スティングレイ／編集 日外アソシエーツ ２

００８．８ 都立中央図書館請求記号：Ｒ／７７８．０／５２７２／２

００８） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

映画で観た作品を改めて原作で読んでみたいと思ったことはありませ

んか？ 

いざタイトルから本を見つけようとすると「原作の小説版が見当たらな

い！」ということは結構あります。映画化にあたって本で刊行されたと

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/
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きのタイトルが変更されてしまうケースはそう珍しいことではありま

せん。 

そんなとき、今回ご紹介の『外国映画原作事典』を使うと、原作を調べ

ることができます。 

この本には、１９４６年から２００８年７月までに日本国内で公開され

た外国の映画４８００本の基本情報が収録されています。また、原作の

タイトルから引ける「原作名索引」や、作家名から引ける「原作者名索

引」が付いています。 

パラパラと眺めてみると、懐かしい思い出の作品であったり、読んだこ

とのある小説が実は映画化されていたことを知ったりする楽しみがあ

ります。ぜひお手に取ってみてください。 

 

都立図書館蔵書検索のデータはこちらからご覧いただけます。 

http://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.d

o?lang=ja&bibid=1107604358 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京で楽しむアート』の巻」です。 

 

東京都現代美術館が約３年にわたる大規模改修工事による休館を経て、

平成３１（２０１９）年３月２９日にリニューアルオープンしました。

同館は、大正１５（１９２６）年、上野公園内に開館した東京府美術館

から東京都美術館へと活動が受け継がれるなかで収集された約３，００

０点に及ぶ美術作品を引き継ぎ、平成７（１９９５）年に開館しました。

開館後は、歴史的な観点から戦後美術を体系的に収集するとともに、若

手作家の作品の収集に努め、独自のコレクションを活かした活動を行っ

ています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京都現代美術館や都内の

関連施設における取組など、都内でアートを楽しむために役立つ資料を

ご紹介します。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190

http://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1107604358
http://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.do?lang=ja&bibid=1107604358
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190404/
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404/ 

 

■ 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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/

monthly/201904/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【５】「ＴＯＫＹＯアーカイブ」に新たに画像を公開しました 

―――――――――――――――――――― 

 

「ＴＯＫＹＯアーカイブ」では、都立図書館の江戸・東京関係のデジタ

ル化資料を公開しています。 

平成３０年度に浮世絵や建築図面のカテゴリを中心に新たに約１７，０

００点の画像を公開しました。 

浮世絵のカテゴリには、歌川広重の習い事の師匠が率いる花見の行列を

描いた「飛鳥山花見之図」や楊洲周延（ようしゅうちかのぶ）の大奥の

年中行事や奥女中たちの生活の様子を描いたシリーズの一枚「千代田の

大奥 かるた」を追加しました。建築図面のカテゴリには、代々内裏の

作事に関わる大工であった木子家伝来の建築関係資料を収録していま

す。平成３０年度は、木子清敬、幸三郎関係資料や明治宮殿の図面類を

中心に公開しました。 

また、江戸および近郊の年中行事を月順に紹介した「東都歳事記」など

の和漢書や「東京都市計画概要」などの東京府・東京市関係資料も公開

しました。 

 

この他にも、さまざまな資料を公開しています。ぜひご覧ください。 

http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/top 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

改元まであと半月。都立多摩図書館では、平成の３０年間をたどる企画

展示「ヘイセイ→→→ミライ ～平成から未来へ～」を開催中です。都

立中央図書館でも平成をふりかえる様々なミニ展示を各コーナーで展

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190404/
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/201904/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/201904/index.html
http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/top


 8 

開しています。この機会にぜひ足をお運びください。 

来月号でまたお会いしましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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。 

→ https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■メールマガジンの配信中止、登録情報の変更は、都立図書館ホームペ

ージの「メールマガジン」のページから行えます。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/ 

 

■メールマガジンに関するご意見・ご要望は、本メールマガジンの送信

アドレスへ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３１年４月１５日発行 

https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/
https://twitter.com/tm_library
https://www.facebook.com/tmlibrary

