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都立図書館通信（Ｎｏ．１３４） 

 

みなさま、こんにちは。１１月の都立図書館通信です。 

めっきり寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。街を行

く人々の装いも、すっかり秋らしいものとなりました。 

都立中央図書館がある有栖川宮記念公園や、都立多摩図書館に隣接す

る武蔵国分寺公園でも、次第に木々が黄金色（こがねいろ）に色づいて

きました。澄んだ空の色と相まって、秋の深まりを感じるこの頃です。 

行楽にも良い季節ですが、本が読みたくなった時は、どうぞ都立図書

館へお越しください。館内を暖かくして、お待ちしています。 

 

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】都市・東京情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は、いずれも無料です。 

★１１月・１２月の休館日：１１月１６日（金）、１２月６日（木）、１

２月２１日（金）、１２月２９日（土）～３１日（月） 

★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 

―――――――――――――――――――― 

 

■ 都立中央図書館謎解きイベント「Ｌｉｖｅ‐Ｒａｌｌｙ（ライブラ

リー）―運命をつなぐ物語２―」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 昨年度の大人気企画「謎解きイベント」待望の第二弾を実施します！

自由参加型の謎解きに挑戦してみてください。 

 

【日時】１１月１７日（土）から１２月２０日（木） 

※休館日：１２月６日（木） 

【問題配付時間】平日 午前１０時から午後８時まで 
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土日祝日 午前１０時から午後４時３０分まで 

【参加方法】事前申込は不要です。１階の「総合案内・相談カウンター」

でお申し込みください。 

 

＊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/various/4682_201

81017.html 

 

■ 日本政策金融公庫主催「第６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公庫が開催

する相談会イベントです。創業への一歩を踏み出そうとする女性や学生

を含む若者の方で創業に関心のある方を主な対象として、創業相談にか

かる経験豊富な専門スタッフが事前予約制でじっくりとご相談を承り

ます。 

創業に関する素朴な疑問から創業計画書の作り方、融資審査の進め方

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！ 

 

【日時】１１月１７日（土）から１１月１９日（月）まで 

各日午前１０時から午後４時まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【申込方法】下記のホームページで【広尾会場】を選び、フォームに入

力をお願いします。 

http://sougyou-soudan-week.com/area2018_3/ 

【問合せ先】０３－３５５３－６１８７ 

（東京創業支援センター 担当：坪田、川口 

「創業相談ウィークの件」とお伝え下さい。 

受付時間：平日 午前９時から午後５時まで） 

 

＊詳しくは、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。 

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

 

■ 展覧会「エミリオ・ファットゥーソ展：東方への道 ～絵画、俳句

及び俳画～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

在日アルゼンチン共和国大使館主催の俳画の展覧会「エミリオ・ファ

ットゥーソ展：東方への道 ～絵画、俳句及び俳画～」が都立中央図書

館で開催されます！ 

日本とアルゼンチンの外交樹立１２０周年を記念し開催される、アル

ゼンチンの詩人・画家である芸術家エミリオ・ファットゥーソ氏が制作
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した俳句と俳画の展覧会です。また、会場内には、アルゼンチンに関す

る資料を紹介するコーナーも設けてあり、資料は自由に手にとってご覧

いただくことができます。ぜひご来場ください。 

１２月２日（日）午後２時から、ファットゥーソ氏と現代俳句協会の

木村聡雄氏との対談も行われる予定です。 

 

【会期】１１月１７日（土）から１２月１２日（水）まで 

    平日 午前１０時から午後８時４５分まで 

    土日祝日 午前１０時から午後５時３０分まで 

【場所】都立中央図書館 企画展示室（４階） 

【問合せ先】在日アルゼンチン共和国大使館文化部 ０３－５４２０－

７１０１ 

 

＊詳しくは、在日アルゼンチン共和国大使館ホームページをご覧くださ

い。 

http://www.ejapo.mrecic.gov.ar/ja/%E3%80%8C%E6%9D%B1%E6%96%B9%E

3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93%E3%80%8D%E7%B5%B5%E7%94%BB%E3%80%81%E

4%BF%B3%E5%8F%A5%E3%80%81%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%BF%B3%E7%94%BB%E

3%80%80%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%95%E

3%82%A1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%82%BD 

 

■ 都立中央図書館「手話でめぐるバックヤードツアー」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

聴覚障がいをお持ちの方を対象とした図書館ツアーを行います。 

普段は入れない書庫などを、手話通訳付きでご案内します。 

事前申込が必要です。皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

【日時】１２月８日（土）午前１０時３０分から１２時まで 

【定員】先着１０名  

【申込期限】１２月５日（水） 

【申込方法】 

（１）来館 １階 総合案内・相談カウンター 

（２）ＦＡＸ ０３－３４４２－９５００ 

（３）ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/4954_201810

29.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 
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■ 東京マガジンバンクカレッジイベントのお知らせ 

 

【１】現場探訪「“無思想人”大宅壮一の志を継ぐ雑誌図書館を訪ねる」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

評論家・大宅壮一氏のコレクションを引き継ぐ、日本で最初の雑誌図

書館である大宅壮一文庫を訪ね、文庫職員の案内で迷宮のような書庫を

巡ります。 

【日時】１２月１５日（土）午後２時から４時まで 

【会場】公益財団法人大宅壮一文庫（世田谷区八幡山３－１０－２０） 

    ※現地集合・解散 

【定員】抽選で１０人程度 

【申込期限】１２月１０日（月） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０４２－３５９－４０２０ 

（３）ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5051_20181114

.html 

 

【２】連続ワークショップ「中央線が好きだ。を書く」（全３回） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

中央線の「街が」「お店が」「列車が」好きだ！という気持ちを書き上

げて、オリジナルのウェブマガジンとしてまとめます。 

記事づくりのプロ３名の講師によるわかりやすい講義や、記事内容に

対する個別アドバイスで、初めて記事を作る方でも楽しく参加できます。 

【日時】平成３１年１月１２日（土）、２６日（土）、２月９日（土） 

各日午後２時から４時まで 

【講師】坂原茉莉子さん、松井一恵さん、佐藤さゆりさん 

【会場】多摩図書館セミナールーム 

【定員】抽選で３０人 

【申込期限】１２月２２日（土） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０４２－３５９－４０２０ 

（３）ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp//guide/event/seminar/5050_20

181114.html 

 

■ ＜開催中！＞企画展示「Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ 東京１５０年  
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変わりゆく東京」 第２期「都域の拡大と変貌」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

古地図、写真帖、絵葉書等の豊富な東京関係資料や、都立大崎高校ジ

オラマ部制作のペーパージオラマ等により都市景観の変遷や街が発展

していく様子をたどります。また、東京の歴史がわかる映像の上映や、

多摩地域の過去と現在の写真を展示します。 

【会期】１０月２５日（木）から１２月１６日（日）まで 

【会場】都立多摩図書館 展示エリア（１階） 

 

■ 企画展示関連イベント「エキスパートによるスペシャルギャラリー

トーク」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 各分野のエキスパートが、展示資料の解説や見どころ等をたっぷりと

語ります。各回とも２０～３０分程度、申込不要です。開始時間になり

ましたら、展示エリアにお集まりください。 

 

（１）たましん地域文化財団 歴史資料室長 

【日時】１１月１８日（日）、１２月５日（水）午後３時から 

（２）東京都立大崎高等学校ペーパージオラマ部 

【日時】１１月２４日（土）午後３時から 

（３）東京都立多摩図書館 司書 

【日時】１２月１６日（日）までの毎週水、土、日曜日 午後３時から 

 

■ １１月・１２月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】１１月１５日(木)、１２月２日（日）、１２月２０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） 

【上映作品】 

・１１月１５日（木） 

 「野菊の墓」（１９８６年制作／７２分） 

・１２月２日（日） 

 「世界のアニメ カナダ」（計８０分） 

 （１）クリスマス・ファンタジー 

 （２）マトリョーシカ 

 （３）シュッシュポッポ 

 （４）フクロウとカラス 

 （５）パラダイス 

 （６）木を植えた男 The man who planted trees. 
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・１２月２０日（木） 

 「ドキュメンタリー ～日本の神事・民俗芸能～」（計９５分） 

 （１）農の祈り 

 （２）われは水軍 松山・興居島（ごごしま）の船踊り 

 （３）炎が舞う ―那智の火祭り― 

 

＊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/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ Ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「世界も認める日本の国民食！ラーメン」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

現在放送中のＮＨＫ連続ドラマ小説『まんぷく』では、１９５８年に

世界初の即席めん「チキンラーメン」を開発した日清食品の創業者・安

藤百福（ももふく）と、その妻・仁子（まさこ）をモデルにした物語が

描かれています。 

安藤百福は、１９７１年に「カップヌードル」を開発し、カップめん

というジャンルも生み出しました。以降、即席めんは多くのメーカーに

より多様化しながら発展を続け、２０１７年に世界で消費された即席め

んは１００１億食にもなるそうです（※世界ラーメン協会推計）。 

 海外でも人気が高く、万人に愛される国民食・ラーメンに関する資料

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/readings/pickup/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】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 

『都政』 

（東京都生活文化広報広聴部広報課編 隔年刊 都立中央図書館請求

記号：ＲＴ／３１８．２／５０８６） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

東京都の施策を広く一般に紹介する目的で、都政の現状と課題、各局

の事業等への取組や考え方をまとめ、隔年で発行している資料です。第
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１部「東京のあらまし」、第２部「都政の取組」、第３部「都政のしくみ

としごと」、第４部「都政資料」の４部構成です。 

第３部では、都政のしくみ、運営、福祉・保健医療、都民生活、産業・

労働、環境、まちづくりなどの各局の事業内容ごとに、図表を交えて解

説しています。第４部には、江戸・東京関係の年表、東京都行政区域図

等が掲載されています。 

都政の現状や今の東京の動きを総合的に把握できる有用な資料です。 

 

＊過去１０年の『都政』については、東京都都政情報のホームページか

ら、紙資料と同内容のものがご覧いただけます。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/tokyoto/profile/tosei2018.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京のイルミネーション』の巻」です。 

 

都内の秋冬のイベントでは、様々なイルミネーションを見ることがで

きます。 

 イルミネーションは、建築物や橋、船などに電球やランプを配置して

電飾するもので、明治期に日本にも取り入れられました。東京都では明

治４０年（１９０７）の東京勧業博覧会等で用いられ、その後現代まで

様々なイベントにおける美しいイルミネーションは私たちを楽しませ

てくれます。また、街の明かりでつくられる夜景や、建物に照明を当て

て美しく見せるライトアップも、夜の東京を彩ります。 

東京都では、東京２０２０大会に向けて、またその後も来都者を惹き

つける都市を目指し、夜間の景観に磨きをかける取組を始めています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京都内の様々な場所や

年代のイルミネーションに関する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/readings/closeup_tokyo/20181

101/ 
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■ 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/201811/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

１０月６日（土）の「みなと区民まつり」（港区主催）、１０月２７日（土）・

２８日（日）の「東京１５０年祭」（東京都主催）では、多くの方が都

立図書館ブースにお越しいただきまして、ありがとうございました。会

場でお配りした都立中央図書館５階「有栖川食堂」のコーヒー無料券を

お持ちの方は、是非この機会にご来館ください。（※券の有効期限は１

２月２０日（木）まで） 

都立中央図書館では１１月１７日（土）から、昨年度大好評だった「謎

解きイベント」第２弾を実施します。図書館ならではの謎解きが盛りだ

くさん！親子や友達どうしで参加するのもおすすめです。ご自由に参加

いただけますので、コーヒーをゆっくり楽しんだあとは、ぜひ挑戦して

みてください。 

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 
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→ 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１１月１５日発行 


