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都立図書館通信 （Ｎｏ．１２７） 

 

みなさま、こんにちは。４月の都立図書館通信です。 

桜の時節もあっという間に過ぎ、新年度が始まって２週間となりまし

た。新しい環境に移られた方々も、次第に馴染んできた頃でしょうか。 

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。 

 

★各イベントの参加費は、いずれも無料です。 

 皆さまのご参加をお待ちしております！ 

★４月の休館日：４月２０日（金） 

 ５月の休館日：５月１０日（木）、１８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】「ＴＯＫＹＯアーカイブ」に新たに画像を公開しました 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■「カザフスタン展」関連イベント情報 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 都立中央図書館では、６月１１日（月）まで、在日カザフスタン共和

国大使館との共催で、カザフスタン展を開催しています。 

 カザフスタン共和国は、シルクロードの拠点として栄えた国です。４

階の企画展示室では、寄贈されたカザフスタンの図書とともに、民芸品

や民族衣装、楽器なども展示しています。また、多目的ホールでは、カ

ザフの写真や、カザフの子供たちが描いた絵を展示しています。 

 さらに、民族音楽のコンサートや、カザフスタンミニ講座、カザフス

タンの映画の上映会など、イベントが盛りだくさんです！ 

 

○カザフスタンの映画『ダイダロス』上映会 

【内容】カザフスタン独立２０周年を記念して制作された、 

歴史アクションスペクタクル。（日本語字幕） 

【日時】４月３０日（月・祝）、６月２日（土） 
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各回とも午後２時から４時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【定員】各回先着１００名 

 

○カザフスタンの民族音楽コンサート 

【内容】ドンブラ、コブズなどのカザフスタンの民族楽器の演奏と歌を 

お楽しみいただけます。 

【日時】５月１２日（土）午後２時から３時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【定員】先着１００名 

 

○カザフスタンミニ講座 

【講師】岡 奈津子氏 

日本貿易振興機構アジア経済研究所  

新領域研究センター・ガバナンス研究グループ長 

【内容】カザフスタンの特徴や社会情勢、人々の暮らしなど、 

ご自身の滞在経験を織り交ぜてお話しいただきます。 

【日時】５月１９日（土）午後２時から３時まで 

【会場】都立中央図書館 企画展示室（４階） 

【定員】２０名程度 

 

 

■特別講演会「宇宙の中の地球」のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 暗黒の宇宙の中で青く輝く美しい惑星、地球。 

 生命を育む私たちの故郷、地球。 

 宇宙はどのようにしてでき、地球はどのようにして誕生したのでしょ

うか。地球とはどのような天体で、宇宙の中のどのようなところに存在

しているのでしょうか。さらに、宇宙には他にも地球のような惑星は存

在しているのでしょうか。 

 シミュレーション天文学の第一人者であり、カザフスタンとの連携プ

ロジェクトにも参画された小久保英一郎氏に、最新の研究成果を基に、

映像もまじえながら、宇宙の根本的な問題についてお話しいただきます。 

 

【講師】小久保 英一郎（こくぼ えいいちろう）氏 

国立天文台理論研究部教授 

【日時】６月１０日（日）午後２時から３時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【募集人数】１００名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込方法】 
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（１）東京都立図書館ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/4814_201

80411.html 

特別講演会のページからお申込みください。 

（２）往復はがき 

〒106-8575「東京都立中央図書館 特別講演会担当」宛て 

＜記入項目＞ 

１ 特別講演会希望 

２ 住所 

３ 氏名（ふりがな） 

４ 電話番号 

※必要な方は、以下も記入してください。 

５ 手話通訳又は要約筆記の希望  

６ 介助者等座席、車椅子席の希望 

７ 託児サービス（６か月～未就学児）の利用希望（子供の人数と年

齢を記入） 

【申込締切】５月２５日（金）（往復はがきは消印有効） 

 

 

■都立中央図書館「図書館見学ツアー」のお知らせ（４月から６月） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 普段は入れない書庫が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「図書館見学ツアー」を実施します。 

要予約のツアーは、事前申込が必要です。 

 ４月から６月に開催するツアーの受付を、４月１２日（木）から行っ

ています。 

 

【日時】 

○特別文庫室ミニツアー（予約不要） 

 ４月２４日（火）午後３時から３時３０分まで 

○バックヤードツアー（要予約） 

４月２６日（木）午後３時から４時３０分まで 

○古き東京を知るツアー（要予約） 

５月８日（火）午後３時から４時まで 

○企業情報探索ツアー（予約不要） 

５月２５日（金）午後７時から８時まで 

○ナイトツアー（要予約） 

６月１日（金）午後７時から８時まで 

○本の修復見学ツアー（要予約） 

６月２８日（木）午後３時から４時３０分まで 
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【定員】各回とも１０名まで（先着順） 

【申込方法】 

（１）来館によるお申込み 

都立中央図書館 総合案内・相談カウンター（１階） 

（２）電話によるお申込み 

０３－３４４２－８４５１（代） 

 

 

■この他にも、館内各所で様々なミニ展示を行っています。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

４月の展示ガイドはこちらからご覧いただけます。 

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

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■雑誌の世界を深く知ろう！「東京マガジンバンクカレッジ」平成３０

年度上半期イベントのお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立多摩図書館では、雑誌を仲立ちとした知的創造と交流の拠点を作

り上げることを目指す活動として「東京マガジンバンクカレッジ」を開

設し、雑誌の魅力を「知る・創る・伝える」講演会やセミナー等の各種

イベントを開催しています。 

平成３０年度上半期のイベントは、次のとおりです。 

お申込みについては、都立図書館ホームページのお申込み専用ページ

をご覧ください。 

 

１ ワークショップ「はじめての雑誌づくり～生活・興味の中から自分

らしい発信をしてみよう～」（雑誌総合セクション） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

雑誌を作ってみませんか？今回は雑誌の基本である記事を自分で作

成します。企画の立て方、取材の流儀、文章の書き方などステップごと

にお話しますので、初めて雑誌を作る方、インタビューの経験がない方

でも楽しく参加できます。 

 

【講師】 

○生島 典子（いくしま のりこ）氏 

フリーライター、編集者。ＫＡＤＯＫＡＷＡで生活情報誌『レタスク

ラブ』等の編集業務に従事後、独立。育児・家計・住まい・働き方など
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幅広い記事を執筆。 

○生島 淳（いくしま じゅん）氏 ※第１回のみ 

スポーツライター、スポーツジャーナリスト。国内のスポーツだけで

なく、アメリカスポーツ事情にも精通。ニュースキャスターやラジオパ

ーソナリティとしても活躍。 

【日時（全４回）】 

○第１回「企画を考えよう」  

６月９日（土）午前１０時から正午まで 

○第２回「取材の流儀・楽しみ方」  

６月１６日（土）午前１０時から正午まで 

○第３回「誌面の構成と文章の書き方」 

７月７日（土）午前１０時から正午まで 

○第４回「文章を入れて、誌面が完成！」 

７月２１日（土）午前１０時から正午まで 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【募集人数】３０名程度（応募者多数の場合は抽選） 

【申込方法】 

雑誌総合セクション 連続ワークショップ「はじめての雑誌づくり」 

http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/4817_2018

0411.html 

上記のページからお申込みください。 

【申込締切】５月２６日（土） 

 

※４回全てに参加できる方。 

※講座間に自宅での課題作成があります。Ｗｏｒｄが使えるパソコンと

添付ファイルがやりとりできるメールアドレスをご用意ください。 

※図書館からのパソコン等の貸与はありません。 

 

２ 講演会「廃線は語る～多摩地域を中心として～」（多摩・鉄道セク

ション） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

全国には、都市化とともに役割を終えた線路－廃線－が多く存在しま

す。日本の発展の礎になった線路跡をたどることは、地域の歴史を振り

返ることにもつながります。今回は鉄道雑誌『Ｒａｉｌ Ｍａｇａｚｉ

ｎｅ』の元編集長に、多摩地域の廃線を中心として、その歴史や現在の

様子をお話しいただきます。実際に訪ねる際のポイントもご紹介しま

す！ 

 

【講師】名取 紀之（なとり のりゆき）氏 

鉄道図書出版ＯＦＦＩＣＥ ＮＡＴＯＲＩ主宰。 



 6

元『Ｒａｉｌ Ｍａｇａｚｉｎｅ』（ネコ・パブリッシング）編集長、

日本鉄道保存協会顧問。 

編集長在任時のブログ「編集長敬白」は１日１万アクセスを誇った。 

【日時】６月２４日（日）午後２時から４時まで 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【募集人数】１２０名程度（応募者多数の場合は抽選） 

【申込方法】 

多摩・鉄道セクション講演会「廃線は語る」 

http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/4816_2018

0411.html 

上記のページからお申込みください。 

【申込締切】６月１０日（日） 

 

 

■ ＜開催中！＞東京マガジンバンク企画展示「アガる↑付録！」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

雑誌は「時代を映す鏡」と言われますが、付録も時代の流行やニーズ

を色濃く反映しています。今回の展示では、明治時代の双六から、最近

発売された女性誌の豪華付録まで、時代別、ジャンル別に展示し、その

時々の流行に迫ります。 

 

【会期】平成３０年３月３０日（金）から６月１１日（月）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（１階） 

 

 

■ ＜開催中！＞ウォール展示「雑誌で楽しむ花めぐり」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

雑誌『旅』『旅の手帖』『サライ』『週刊四季花めぐり』のうち、春か

ら夏にかけての各地の花を楽しむ雑誌を展示します。図書館で花めぐり

はいかがですか。 

 

【会期】４月６日（金）から６月１１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１９日(木)、５月６日（日）、５月１７日(木) 

各日とも午後２時から 
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【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】各回２００名（先着順） 

【上映作品】 

・４月１９日（木） 

 劇映画「戦艦ポチョムキン」（１９２５年／７０分） 

・５月６日（日） 

 劇映画「チルベンとあざらし」（１９８０年制作／９２分） 

・５月１７日（木） 

 ドキュメンタリー「東京の島 八丈・小笠原」（短編５本立て／計７

７分） 

 ①八丈の歴史と伝説を訪ねて 

②八丈島の歌と踊り 

 ③いきいき八丈 花の島 

④青き海原に抱かれて 

 ⑤小笠原の民謡・その歴史と風土 

 

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/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

 

■『東京都立中央図書館都市・東京情報担当所蔵地図目録』平成２９年

９月末現在 ２０１８年２月 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 この資料は、都立中央図書館が所蔵している東京関係の地図資料を収

録したものです。明治・大正の古い地図や、都市計画図、地価など特定

テーマに関する地図、東京の詳しい地形図などを探しているときに役立

つ目録です。 

 Ａ．一般地図編、Ｂ．主題図編、Ｃ．古地図・絵図（明治期以前刊行

図の複製）編、Ｄ．地形図編、Ｅ．住宅地図編の５編からなっています。 

最後に収録されている住宅地図編は、所蔵する住宅地図を２３区、市

部、島しょの別に、年代順に並べてあります。住宅地図は利用が多い資

料のひとつですが、検索にはこの目録がもっとも便利です。都立中央図

書館１階の、住宅地図が置いてある低書架の上に複数冊ご用意しており

ますので、ご活用ください。 
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なお、東京都立図書館ホームページでも、紙資料と同内容を見ること

ができます。合わせてご利用ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/tabid/1216/De

fault.aspx 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『江戸無血開城』の巻」です。 

 

江戸時代末期の慶応４（１８６８）年３月から４月（旧暦）にかけて、

新政府軍への江戸城明渡しが行われました。今年はちょうど１５０周年

になります。 

同年１月の鳥羽・伏見の戦いにおいて幕府軍が敗北し、新政府は徳川

慶喜追討のために東征軍を江戸に向けて進撃させました。徳川家は恭順

の姿勢を示し、３月１３、１４日の江戸での西郷隆盛と勝海舟の会談に

より、平和的に江戸城を明渡しました。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、江戸無血開城の当時の情

勢や立役者となった勝海舟、江戸無血開城を取り巻く人々について、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御覧ください。 

http://tlibrary.ewmservice.com/readings/closeup_tokyo/20180405/

index.html 

 

 

■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/index.html 
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――――――――――――――――――――――――――――――― 

【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、都立図書館所蔵の江戸・東京関係の

デジタル化資料を公開しています。 

 平成２９年度は、浮世絵や建築図面のカテゴリを中心に、約９６００

点の画像を追加しました。 

 

 浮世絵のカテゴリには、歌川広重（２世）の「東海道五拾三驛（えき）」

のシリーズや、楊洲周延（ようしゅうちかのぶ）の「隅田之観雪」、井

上安治の「蛎殻町（かきがらちょう）川岸の図」など、約２７００点を

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２９年度は、寺院や個人

の邸宅、海外の聖堂などの写真資料や、明治宮殿、寺院の図面類を中心

に、約３９００点を追加しました。 

 また、「江戸城写真集」などの江戸城造営関係資料や、「東京府統計書」

などの東京府・東京市関係資料も追加しました。 

 

「ＴＯＫＹＯアーカイブ」では、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。 

平成２９年１月に都立多摩図書館が移転オープンしてから、早くも１年

以上が過ぎ、時の早さを実感しています。 

都立図書館は、都民の皆さまのお役に立てるよう、今年度もさまざまな

取組を進めてまいります。 

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。 

→ 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」のページから行っていただけます。 

https://tlibrary.ewmservice.com/mail_magazine/index.html 
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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） 

平成３０年４月１５日発行 


