
 1 

都立図書館通信（Ｎｏ．１４１） 

 

みなさま、こんにちは。６月の都立図書館通信です。 

梅雨に入り、都立中央図書館のある有栖川宮記念公園では、アジサイが

色鮮やかに咲いています。 

都立図書館は、２０日（木）まで蔵書点検等特別整理のため休館してい

ますが、夏に向けてたくさんのイベントを企画し、参加者を募集中！ 

今月も様々な情報を皆様にお届けいたしますので、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】司書が選ぶ調べものに使える本 

【４】都市・東京情報 

【５】特別整理休館のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★６月・７月の休館日：【特別整理休館】６月１１日（火）～２０日（木）、 

          ７月４日（木）、７月１９日（金） 

★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 

―――――――――――――――――――― 

 

■＜７月１２日（金）申込締切＞伝統文化講演会「立川流真打が語る落

語の魅力～実演とともに～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

立川流の真打である立川志ら乃氏に、講演と実演で落語の魅力を語って

いただきます。落語に馴染みのない方にこそお越しいただきたい内容と

なっております。ぜひ、本公演をきっかけとして、落語の魅力を知って

ください。 

 

【日時】７月２７日（土） 午後２時から４時まで 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

【講師】立川 志ら乃 氏（落語家） 

【定員】１２０名（応募多数の場合は抽選） 

【申込】ホームページか往復はがきに講演会名、住所、氏名（ふりがな）、

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/
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電話、希望される方は保育又は手話通訳、要約筆記、介助者等（介助者

は１人まで）の有無を書いて応募。 

【申込締切】７月１２日（金） 往復はがきは消印有効 

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/seminar/5293_201

90612.html 

 

 

■ 東京２０２０大会に向けたイベント開催のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会まで、残すところ

１年となりました。 

都立中央図書館では、オリンピック・パラリンピックに関する企画展示

や講演会等を開催します！ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_

20190605.html 

 

１ 講演会「金栗四三とその師・嘉納治五郎」 

日本人初の五輪マラソンランナーにして、箱根駅伝の発案者、生涯に２

５万キロを走り抜いたともいわれるマラソンの父・金栗四三（かなくり 

しそう）。 

スポーツ界の発展に計り知れない貢献を果たしたその師・嘉納治五郎

（かのう じごろう）。 

日本オリンピック史に大きな足跡を残した２人の生涯を辿り、今なお生

き続けるその精神に迫ります。 

 

【講師】真田 久（さなだ ひさし）氏（筑波大学教授 ＮＨＫ大河ド

ラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」スポーツ史考証を担当） 

【日時】８月２４日（土）  午後２時から４時まで 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

【定員】１００名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込】ホームページか往復はがきに講演会名、住所、氏名（ふりがな）、

電話、希望される方は保育又は手話通訳、要約筆記、介助者等（介助者

は１人まで）の有無を書いて応募。 

【申込締切】８月２日（金） 往復はがきは消印有効 

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/exhibition/5296_

20190605.html 

 

２ 企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！～東京２０２０大会

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5293_20190612.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5293_20190612.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_20190605.html
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まであと１年～」 

これまでのオリンピック・パラリンピック大会に選手団を派遣してきた、

約２００の国と地域に関する本や情報を一挙にご紹介します！ 

国旗の由来やその国に関する豆知識など、知ると楽しい情報が満載。そ

れぞれの国や地域別の資料リストも展示しています。また、これまでに

開催された夏季オリンピック・パラリンピックについて深く知ることが

できる資料もご紹介いたします。 

【会期】７月２４日（土）から１０月２日（水）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） 

休館日 ８月１日（木）・１６日（金）、９月５日（木）・２０日（金） 

【会場】都立中央図書館 ４階 企画展示室 

【クイズラリー参加でプレゼントをもらえます！】すべてのクイズに回

答された方全員に、オリジナルグッズをプレゼントします。 

抽選で当たった方には、さらにスペシャルプレゼントを差し上げます。

（※先着順、なくなり次第終了） 

回答した用紙を持って都立多摩図書館に行くと、追加のプレゼントを差

し上げます。 

プレゼント交換期間：１０月２日（水）まで 

 

３ 上映会 

オリンピック・パラリンピックに関する映像資料を上映します。上映内

容等の詳細は、都立図書館ホームページをご覧ください。 

【日時・上映内容】 

各回とも午後２時上映開始（開場：午後１時３０分） 

（１）第１回 ８月２日（金） 

『夢追いかけて』（１２２分）  

（２）第２回 ８月１０日（土） ３本立て（計１３５分） 

『プロジェクトＸ／挑戦者たち 料理人たち 炎の東京オリンピック』

（４３分）  

『プロジェクトＸ／挑戦者たち 首都高速 東京五輪への空中作戦』

（４３分）  

『古代のオリンピックとは？２５００年前のアスリート』（４９分） 

（３）第３回 ８月２３日（金） 

『ＴＯＫＹＯ１９６４／東京オリンピック開催に向かってｖｏｌ．１』

（１２９分）  

（４）第４回 ８月２５日（日） 

『ＴＯＫＹＯ１９６４／東京オリンピック開催に向かって vol.２』（１

２３分） 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

【定員】各回１００名程度（事前予約不要、先着順） 
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■ 都立中央図書館「ショートセミナー」のお知らせ（７月～８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】 

○がん情報の調べ方 

 ７月３日（水）午後３時から３時３０分まで 

○統計情報の調べ方 

 ７月１７日（水）午後３時から３時３０分まで 

○江戸明治東京重ね地図 

 ８月８日（木）午後３時から３時３０分まで 

○市場情報の調べ方 

 ８月２１日（水）午後３時から３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  

―――――――――――――――――――― 

■東京マガジンバンクカレッジ講演会・ワークショップ「鉄道写真の魅

力と撮影テクニック」 

 

素敵な鉄道写真を撮ってみませんか。「青春１８きっぷ」などのＪＲポ

スターや、時刻表表紙写真、カメラ雑誌等でご活躍の鉄道写真家、長根

広和さんに、鉄道写真の魅力とともに、撮影のコツやマナー、おすすめ

の撮影スポットについて、お話しいただきます。また、ワークショップ

では、参加者が撮影した写真を講評していただきます。 

 

【日時】 

講演会 ７月６日（土） 

ワークショップ ８月１０日（土） 

各日午後２時から４時まで 

【講師】長根広和（ながね ひろかず）氏（鉄道写真家、（有）マシマ・

レイルウェイ・ピクチャーズ代表取締役、公益社団法人 日本写真家協

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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会（ＪＰＳ）会員、日本鉄道写真作家協会（ＪＲＰＳ）副会長） 

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

【定員】 

ア 講演会のみ参加 ９０名 

イ 講演会・ワークショップ参加 ３０名 

応募多数の場合は、ア・イそれぞれについて抽選 

【申込締切】６月２３日（日） 

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/seminar/5281_201

90521.html 

 

 

 

■企画展示「競技者たち～Ａｔｈｌｅｔｅｓ～」 

 

ラグビーワールドカップ２０１９TM 日本大会が、９月に開幕します。東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会も近付いて来ました。 

今回の展示では、都立多摩図書館の豊富な雑誌等を使って、来る大舞台

の主役である”競技者たち"について、「トップアスリート」・「歴史をつ

くった偉人」・「２０１９年と２０２０年の期待の星」の３セクションに

分けて紹介します。 

あわせて、関連イベントも実施します。 

 

【期間】６月２１日（金）から９月４日（水）まで 

関連イベント「検索講習会付き図書館ツアー～アスリートに関する記事

の検索～」 

７月２４日（水）、８月２１日（水）午後２時から３時まで実施 

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア 

 

展示・関連イベントの詳細は、ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5284_

20190605.html 

 

 

■都立多摩図書館 ６月・７月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

 ＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】６月２１日(金)、７月７日（日）、７月１８日(木) 

各日共通午後２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） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5281_20190521.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5281_20190521.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5284_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5284_20190605.html
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【上映作品】 

・６月２１日（金） ※開催日にご注意ください 

「遥かなる甲子園」（一部字幕スーパー／１０２分） 

・７月７日（日） 

「アニメ ～幻想アニメ～ 」 

 （１）幽霊船 

 （２）九尾の狐と飛丸 

 （合計９２分） 

・７月１８日（木） 

「ドキュメンタリー ～オリンピック・パラリンピック～ 」 

 （１）プロジェクトＸ／挑戦者たち 料理人たち 炎の東京オリンピ

ック 

 （２）プロジェクトＸ／挑戦者たち 首都高速 東京五輪への空中作

戦 

 （合計８６分） 

 

詳しい内容につきましては、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】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 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

『アンケート調査年鑑（Ｖｏｌ．３１，２０１８年版）』 並木書房編

集部編 並木書房 

（都立中央図書館請求記号：３６１．４／５０９８／２０１８） 

 

１９８９年から刊行されている、民間企業、研究機関、団体が行ってい

るアンケート調査の結果をまとめた資料です。最新版では、計１１５点

の調査がオリジナル資料のまま収録されており、それ以外の調査資料に

ついては、「その他のアンケート」として、計１６０点あまりのタイト

ルが問合せ先とともに示されています。巻末には、「テーマ別索引」と

「総索引」もついており、「給食メニュー」、「雨の日デート」、「理想の

上司」など、様々なキーワードからアンケートを探すことができます。 

消費者動向を探りたいときや、自分でアンケート調査を行う前の下調べ

に、ぜひ一度ご覧になっていただきたい一冊です。 

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

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

iccap.do?bibid=2261169455 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】都市・東京情報 

―――――――――――――――――――― 

■ 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/201906/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【５】特別整理休館のお知らせ 

―――――――――――――――――――― 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

６月１１日（火）から２０日（木）までの間、都立図書館（中央・多摩）

は蔵書点検等特別整理のため、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。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜編集後記＞＞ 

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

現在、特別整理のため休館しており、ご不便をおかけしています。特別

整理の様子は都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋで発信して

います。貴重な図書館の裏側をご紹介していますので、ぜひご覧くださ

い。 

それでは、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/ 

https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=2261169455
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=2261169455
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/201906/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/201906/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/
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■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） 

令和元年６月１５日発行 

https://twitter.com/tm_library
https://www.facebook.com/tmlibrary

