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都立図書館通信（Ｎｏ．１４２） 

 

みなさま、こんにちは。７月の都立図書館通信です。 

今日は海の日。そしてもうすぐ夏休みの時期ですね。みなさまご予定は

お決まりですか？ 

都立多摩図書館では、夏休みの自由研究のアイディアがつまったカード

と関連する本の展示を行っています。その他、都立図書館ではイベント

が盛りだくさん。 

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。 

 

○自由研究に関する展示の詳細はこちら 

https://www.facebook.com/tmlibrary/posts/2712954218719380 

 

＜ 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 

【６】東京都立図書館協議会開催のお知らせ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★７月・８月の休館日：７月１９日（金）、８月 1 日（木）、８月１６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 

―――――――――――――――――――― 

 

■ 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_

https://www.facebook.com/tmlibrary/posts/2712954218719380
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5296_20190605.html
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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

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（水）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） 

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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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。 

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

20190605.html 

 

【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』

（１２３分） 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【定員】各回１００名程度（事前予約不要、先着順） 

 

■ 日本政策金融公庫主催「第７回女性・若者向け創業相談ウィーク」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

「創業相談ウィーク」は、創業支援に積極的に取り組む日本政策金融公

庫が開催する相談会イベントです。創業に興味のある女性や、学生を含

む若者のみなさまを主な対象として、専門スタッフが事前予約制でご相

談を承ります。 

創業に関する素朴な疑問から創業計画書のつくり方、融資申込の手続き

など、興味があればＯＫです。まずはお気軽にご相談ください！ 

 

【開催日】７月２０日（土）から７月２２日（月）まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

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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【申込】事前予約制です。日本政策金融公庫ホームページからお申込み

ください。 

http://sougyou-soudan-week.com/ 

【問合せ】日本政策金融公庫 東京創業支援センター 

０３－３５５３－６１８７ 

（受付時間：平日 午前９時から午後５時まで） 

 

■ 都立中央図書館「図書館ツアー」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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。 

夜の図書館を巡るナイトツアーや、手作り和本を体験するツアーなど、

様々なツアーを開催いたします。 

７月２０日（土）から、８月から１１月に開催するツアーの参加申込の

受付を始めます。 

 

【日時】 

・夏休み手作り和本体験ツアー 

８月２０日（火）午後２時から４時まで 

・ナイトツアー 

８月３０日（金）午後７時から８時まで 

・バックヤードツアー 

９月１５日（日）午後３時から４時３０分まで 

・ナイトツアー 

１１月１２日（火）午後７時から８時まで 

 

【定員】各ツアー先着１０人 ※夏休み手作り和本体験ツアーは１２人 

【申込方法】 

（１）来館：都立中央図書館 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か月前までに申し込んでください。 
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お申込み、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（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】 

○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  

――――――――――――――――――――  

■ 企画展示「競技者たち～Ａｔｈｌｅｔｅｓ～」開催中！！ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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。詳細はホームページをご覧くだ

さい。 

 

【期間】９月４日（水）まで 

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア 

 

★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～」 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/
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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【日時】７月２４日（水）、８月２１日（水）午後２時から３時まで 

【定員】各回１５名（先着順）。申込不要。 

【集合場所】都立多摩図書館 １階 エントランス 

 

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 ７月・８月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】７月１８日（木）、８月４日（日）、８月２５日（日） 

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） 

【上映作品】 

・７月１８日（木） ※デジタル作品（ＤＶＤ）での上映となります。 

「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） 

・８月４日（日） 

「アニメ ～世界のアニメ 東ヨーロッパ～」 

 （１）ブチコの大冒険 

 （２）ブチコ グレートレース 

 （３）ブチコ オープンユアハート 

 （４）トムとジョン －ボールとタマゴ－ 

 （５）えもののないハンター 

 （６）ペンギンと白熊 

 （７）犬の写真屋さん 逆立ち写真 

 （合計７２分） 

・８月２５日（日） 

特別上映会「日日是好日（にちにちこれこうじつ）」 

 （１００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/ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5284_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5284_20190605.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/
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【問合せ】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０ 

 

■ 都立多摩図書館夏休みバックヤードツアー 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

普段は入ることのできない書庫をめぐるツアーです。約１万９千タイト

ルの雑誌や明治期の貴重書などをご紹介します。 

 

【日時】８月５日（月）午後２時から３時まで 

【定員】１０名（先着順） 

【申込方法】 

（１）都立図書館ホームページ申込フォーム  

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/5315_201907

01.html 

（２）電話：０４２－３５９－４０３４（土・日・祝を除く午前１０時

から午後５時まで） 

（３）来館：都立多摩図書館 １階 閲覧室内相談カウンター 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「世の中変わればお墓も変わる！？現代日

本のお墓事情」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

もうすぐ夏休み。お盆休みに帰省してお墓参りをされる方も多いのでは

ないでしょうか。かつては、一族で代々継承されることが多かった日本

のお墓ですが、最近は亡くなった本人の希望に沿ったスタイルや、残さ

れた家族が管理しやすいお墓など、多様なニーズが表れてきているよう

です。背景には、都市部への人口移動や少子化などさまざまな社会の変

化があります。これからのお墓はどうなっていくのか。今回のＰｉｃｋ 

ｕｐ情報の泉では現代のお墓・葬送事情を知るための資料をご紹介しま

す。併せて、散策にもおすすめの＜番外編・墓地めぐりを楽しむガイド

ブック・写真集＞も掲載します。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/201907/index

.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/5315_20190701.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/5315_20190701.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/201907/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/201907/index.html
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■ 司書が選ぶ調べものに使える本 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

『全国高等学校野球選手権大会１００回史』上・下 

（朝日新聞社編著 朝日新聞出版 ２０１９年３月 都立中央図書館

請求記号：Ｄ/７８３．７/６２０２/１～２） 

２０１８年に全国高等学校野球選手権大会、通称・夏の甲子園は、１０

０回大会を迎えました。今回紹介するのは、その１００年を超える歴史

を、３０００枚以上の取材写真とともにまとめた資料です。上巻「甲子

園編」には、１回大会から１００回大会決勝までの約３４００試合のス

コアから、出場選手や大会歌「栄冠は君に輝く」の歌詞まで、完全収録

しています。また、県別の出場校一覧があり、学校別の出場した大会回

や出場回数、最高成績が一目で分かります。 

「名勝負の輝きふたたび」と題した特集では、朝日新聞社が厳選した２

４試合を選手や監督のコメントも交えつつ、実際に試合を見ているよう

な臨場感で紹介しています。 

コラムでは、甲子園大会の当時の時代背景や歴史が描かれており、甲子

園大会の変遷を知ることができます。 

下巻「都道府県編」では、地方大会全戦績や都道府県別出場選手一覧が

掲載されています。 

 

※「司書が選ぶ調べものに使える本」は、今回でメールマガジンでの配

信を終了します。 

今後は、都立図書館のＳＮＳで定期的に発信を行います。ご注目くださ

い！ 

都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋ https://www.facebook.com/tmlibrary 

都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/tm_library 

この機会に、是非フォローをお願いします。 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京を駆けろ！』の巻」です。 

 

https://twitter.com/tm_library
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来年、７月２４日から東京２０２０オリンピック競技大会、８月２５日

から東京２０２０パラリンピック競技大会がいよいよ始まります。 

時代はさかのぼりますが、２０００年には「Ｑちゃん」こと高橋尚子選

手がシドニーオリンピック競技大会で当時のオリンピック新記録をた

たき出し、金メダルを獲得。ニックネームである「Ｑちゃん」が同年の

新語・流行語大賞に入賞するなど、一大ムーブメントが巻き起こりまし

た。 

２００７年には「東京マラソン」も始まり、マラソンは市民により身近

なものになっていきます。 

では、日本で市民が参加するマラソン大会が初めて開催されたのはいつ

頃でしょうか？ 

『市民マラソンがスポーツ文化を変えた』（関西大学出版部 ２０１７

年３月）によると、１９６７年に開催された「青梅マラソン」が市民マ

ラソンの始まりであると書かれています。青梅マラソンの公式サイトを

見ると、当時の参加者は「一般３０キロ１８２人、高校１０キロ１５５

人、合計３３７人」だったそうです。２０１８年の大会には「１６，６

２６名」が参加し、いまや例年１５，０００人以上が集う大きな大会と

なっています。 

今回は、東京都内のランニングルート、ランニングの方法論について書

かれた資料のほか、東京都内で開催される代表的なマラソン大会である

「東京マラソン」について、都立中央図書館の所蔵資料でご紹介します。 

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

704/ 

 

■ 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。 

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

monthly/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【６】東京都立図書館協議会開催のお知らせ 

―――――――――――――――――――― 

 

東京都立図書館では、館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、

図書館のサービスについて館長に意見を述べる機関として、図書館法に

定められている図書館協議会を設置しています。 

この度、東京都立図書館協議会第２９期第１回定例会を下記により開催

しますので、お知らせいたします。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190704/
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190704/
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/
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【日時】８月１日（木）午後２時から４時まで 

【会場】東京都立中央図書館 ４階 第２・３研修室 

（港区南麻布５－７－１３） 

【議題】第２９期東京都立図書館協議会協議テーマについて 他 

 

●傍聴の申込み 

傍聴をご希望の方は、当日、都立中央図書館事務用入口から入館の上、

午後１時４５分までに４階傍聴者控室にお集まりください。 

希望者が６名を超える場合は抽選となります。 

 

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/guide/about_us/kyougikai/ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

今年の７月は涼しい日が多いですが、下旬からは平年並みの暑さになる

予報です。体調を崩しやすい季節、気をつけてお過ごしください。 

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/ 

 

■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 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/about_us/kyougikai/
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
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（東京都立中央図書館管理部企画経営課内） 

令和元年７月１５日発行 


