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都立図書館通信 （Ｎｏ．１２８） 

 

みなさま、こんにちは。５月の都立図書館通信です。 

ゴールデンウィークも終わってしまいましたが、どのようにお過ごし

でしょうか。近頃は、次第に夏のような暑さを感じる日が増えてきまし

た。町を歩いていても、半袖の方が目立ってきたように感じます。 

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。 

 

＜ 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】新規オンラインデータベース紹介 

【６】都市・東京情報 

【７】特別整理休館のお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★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！ 

★５月の休館日：５月１０日（木）、１８日（金） 

 ６月の休館日：６月７日（木）、１２日（火）～２１日（木） 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■ カザフスタン展のイベント情報 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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、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！  

 

○カザフスタンミニ講座 

【講師】岡 奈津子氏 
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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 

 

○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】６月２日（土）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】先着１００名 

 

 

■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】 

（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 
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＜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） 

 

 

■東京開業ワンストップセンター主催イベント「IoT で価値観が変わる、

モノからコトへ―わかりにくい IoT を本から読み解く―」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

中小企業診断士の仲村健太氏を講師に迎え、IoT（※）を読み解くた

めの本を紹介します。講師に直接相談できる座談・質問会の時間もあり

ますので、ぜひご参加ください！ 

 

※IoT…Internet of Things（モノのインターネット）の略で、モノがインター

ネット経由で通信するしくみのこと 

 

【講師】仲村 健太（なかむら けんた）氏（中小企業診断士） 

【日時】５月３０日（水） 午後７時から８時４５分まで 

【会場】都立中央図書館 第三研修室（４階） 

【申込方法】 

都立図書館ホームページからお申込みください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/4854_201

80508.html 

 

 

■都立中央図書館「図書館見学ナイトツアー」のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 普段は入れない書庫が見られるナイトツアーを実施します。 

 天気がよければ、東京タワーの夜景もお楽しみいただけます。 

 

【日時】６月１日（金） 午後７時から８時まで 

【定員】先着１０名 
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【申込方法】 

（１）来館による申込み 

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。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

５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

幅広い記事を執筆。 

○生島 淳（いくしま じゅん）氏 ※第１回のみ 
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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』」

のページからお申込みください。 

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

0411.html 

【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。 

『Ｒａｉｌ Ｍａｇａｚｉｎｅ』（ネコ・パブリッシング）元編集長、

日本鉄道保存協会顧問。 
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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』」のページからお申込み

ください。 

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

0411.html 

【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 ５月・６月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】５月１７日(木)、６月３日（日）、６月２１日(木) 

各日とも午後２時から 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】各回２００名（先着順） 
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【上映作品】 

・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 

・６月３日（日） 

 アニメ「世界のアニメ 中国」（中・短編２本立て／計１０１分） 

（１）孫悟空の妖怪退治 

（２）鹿鈴（ろくれい） 

・６月２１日（木） 

 ドキュメンタリー「山水の自然」（短編４本立て／計７０分） 

（１）日本の水墨画 

（２）山水 京都国立博物館の展示から 

（３）秦嶺 大熊猫（しんれい ぱんだ） 

（４）中国こころの風景 

 

詳しくは、「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】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「没後５０年 藤田嗣治について調べる」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

藤田嗣治（レオナール・フジタ）は、東京生まれの洋画家です。東京

美術学校西洋画科を卒業後、渡仏し、エコール・ド・パリを代表する画

家として脚光を浴びました。 

平成３０（２０１８）年は、藤田嗣治の没後５０年にあたり、史上最

大級の回顧展が東京都美術館、京都国立近代美術館で開催されます。 

都立図書館で所蔵している藤田嗣治に関する資料のうち、主要なもの

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/readings/50_1/index.html 
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―――――――――――――――――――― 

【３】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

 

■『絵図史料 江戸時代復元図鑑』 

（本田豊監修 遊子館 ２０１６年１月 都立中央図書館請求記号：２

１０．５０／５６５４／２０１６） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 絵図史料約９００点を用いて、将軍から庶民までの暮らし、江戸幕府

の組織や政治、町のすがた、運輸・交通等について、江戸時代を視覚的

に解説した資料です。 

「東海道五拾三次」などの浮世絵や、「江戸名所図会」などの地誌等、

さまざまな図版をふんだんに使い、歴史研究家の復元図も併せて収録し

ています。まさに絵で見る江戸時代の総合的な図鑑です。 

巻末には索引もあるので、事項からの検索も可能です。 

また、付録として「江戸時代の人々の肖像」があり、様々な分野で活

躍した人物の肖像約２５０点が収録されています。幕末維新期の人物の

肖像もあります。 

なお、都立中央図書館特別文庫室が所蔵する、江戸時代の地図や江戸

城の絵図などが、カラー図版として収録されています。 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京の公園』の巻」です。 

 

いつでも気軽に利用できる公園は大変身近な場所です。自然やレジャ

ーを楽しむ憩いの場として、また災害時には避難場所としても利用され

ます。 

現在、都内には多くの公園がありますが、日本に公園が誕生したのは

明治時代のことです。明治６（１８７３）年の「太政官布達」によって

日本に公園制度が発足し、東京では上野公園をはじめ浅草や飛鳥山など
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の５か所が最初の公園に指定されました。以来、時々の時代背景や法制

度に基づき、公園は計画や整備、変更が繰り返されてきました。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、身近でありながら、意外

と知られていない東京の公園の歴史や見どころなどをご紹介いたしま

す。公園の歴史を振り返ることで、首都東京の成り立ちから現在に至る

東京の歴史が見えてきます。 

 

＊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/readings/closeup_tokyo/20180

510/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/201805/index.html 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

【５】オンラインデータベースひとこと紹介 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

都立図書館では、３０種以上のオンラインデータベースを無料で利用

できます。今年度から新たに使えるようになったデータベースをご紹介

します。 

 

■日本古典文学大系本文データベース（国文学研究資料館） 

１９５７年から１９６７年にかけて刊行された全集『日本古典文学大

系』（岩波書店）の５５６作品について、本文の全文検索ができるデー

タベースです。調べたいキーワードがどの作品のどのページに書かれて

いるかを、全集すべての作品から検索することができます。 

『日本古典文学大系』には、『古事記』や『日本書紀』、『万葉集』、『源

氏物語』など、古典文学の基本的資料が多数収められています。古典文

学について調べる際に、図書資料と併せてご利用ください。 

 

なお、都内の公共図書館で利用できるオンラインデータベースについ

ては、都立図書館ホームページの「都内公立図書館インターネット等サ
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ービス状況」をご参照ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/lib_info_tokyo/public/intern

et/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【７】特別整理休館のお知らせ 

―――――――――――――――――――― 

平成３０年６月１２日（火）～２１日（木）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。ご不便をおかけいた

しますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜編集後記＞＞ 

今月号も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

先月４月２８日には、都立多摩図書館が移転オープンから約１年３ヶ月

にして、来館者３０万人を達成するという嬉しいニュースがありました。 

ゴールデンウィークは終わってしまいましたが、都立図書館はいつでも

皆さまのご来館をお待ちしております。 

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３０年５月１５日発行 


