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都立図書館通信（Ｎｏ．１３５） 

 

みなさま、こんにちは。１２月の都立図書館通信です。 

いよいよ今年も残りわずか。読み残した本はもうありませんか。何か

と慌ただしい季節ですが、時には腰を落ち着けて本の世界と向き合って

みると、良い気分転換になるかもしれませんよ。 

 

都立多摩図書館は、平成３１年１月２９日（火）、移転オープン２周

年を迎えます。２月１１日（月）までの２週間、2nd Anniversary Party

を開催し、さまざまなイベントを用意して皆さまをお待ちしています。 

各イベントの詳細は、メールマガジン本文か、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/4686_201

81212.html 

 

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】司書が選ぶ調べものに使える本 

【４】都市・東京情報 

【５】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、いずれも無料です。 

★１２月・１月の休館日：１２月２１日（金）、１２月２９日（土）～

１月３日（木）、１月１０日（木）、１月１８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 

―――――――――――――――――――― 

 

■＜１２月２５日（火）申込締切＞現代文化に関する講演会「マンガ・

アニメ・ゲームと東京」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

なぜ、日本のマンガ・アニメは世界中で愛されるのか。東京との関わ

りはどうなっているのか、マンガ・アニメが社会にどう影響を与えてき
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たのか、今後どうなっていくのか・・・。世界を舞台にＣｏｏｌ Ｊａ

ｐａｎを表現し続ける専門家にお話しいただきます。講演会終了後は、

職員が都立中央図書館コミックコーナーをご案内します。 

 

【日時】平成３１年１月１３日（日）午後２時から４時まで  

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【講師】森川 嘉一郎 氏（明治大学国際日本学部准教授） 

【定員】１２０人（応募多数の場合は抽選） 

【申込期限】１２月２５日（火） ※往復はがきは消印有効。 

【申込方法】 

（１）往復はがき 

（２）ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5059_201

81121.html 

 

■ アメリカ大学・大学院留学説明会「アメリカ留学、はじめの一歩！」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

米国大使館広報・文化交流部アメリカンセンターＪａｐａｎの留学ア

ドバイザーが、アメリカ留学の最近の傾向、アメリカの高等教育の特徴、

大学等選択の要領、留学手続きのプロセス、語学学校のタイプ等につい

て、日本語でわかりやすく説明します。 

アメリカ留学に関心がある高校生、大学生、先生、保護者や社会人の

皆さん、この機会にぜひ、お気軽にご参加ください。 

【日時】平成３１年１月２７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） 

【定員】１００名（先着順） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０３－３４４２－８４５１ 

（３）都立図書館ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5090_201

81205.html 

 

■ 国際交流基金、東京外国語大学主催「中央アジア公開セミナー」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 中央アジア５か国（カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジ

キスタン、トルクメニスタン）から１名ずつ専門家をお呼びして、中央

アジアの歴史や文化について、お話をいただきます。 

中央アジアの音楽や教育、文化施設などのテーマについて、直接聞く

ことができる貴重な機会です。是非お越しください。 
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【日時】平成３１年１月１５日（火）午後３時から５時半まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【定員】１００名 

【申込期限】平成３１年１月８日（火） 

【申込方法】 

氏名・電話番号をご記入の上、以下のいずれかによりお申込みください。 

（１）ファックス ０３－５３６９－６０３５ 

（２）Ｅメール sodankai＠jpf.go.jp 

※Ｅメールの件名は「中央アジア公開セミナー」としてください。 

【申込先】国際交流基金 企画部 

 

■ ビジネス講演会「お仕事小説から考える女性の働き方」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

小説を通して、「女性の働き方」や「女性にやさしい職場」について

考えてみませんか？ 

１，２００冊を超える経済小説・お仕事小説を読破した堺憲一先生と、

『書店ガール』シリーズの著者である碧野圭先生をお招きし、女性登場

人物が活躍する小説を題材として、「女性と仕事」についてお話しいた

だきます。 

【日時】平成３１年２月９日（土）午後２時から４時まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【講師】堺憲一（さかいけんいち）氏（東京経済大学名誉教授、経済小

説研究家）、碧野圭（あおのけい）氏（作家（『書店ガール』作者）） 

【定員】１００名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込期限】平成３１年１月１５日（火） 

【申込方法】 

（１）往復はがき 

（２）都立図書館ホームページ 

http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5099_2018

1205.html 

 

■ 都立中央図書館「図書館見学ツアー」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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。バックヤ

ードツアーでは、普段は入れない書庫や本の修繕の現場を見学します。

また、和装本作り体験や、美術に関するツアーも開催します。 

平成３１年１月から３月に開催するツアーの参加者を募集していま

す。電話または来館してお申込みください。 
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（１）企業情報探索ツアー 平成３１年１月１６日（水）午後３時から

４時 

（２）本の修復見学と和装本作りツアー １月２４日（木）午後２時か

ら４時３０分 

（３）バックヤードツアー １月２９日（火）午後３時から４時３０分 

（４）日本美術を巡るツアー ２月１２日（火）午後３時から４時 

（５）新聞記事探索ツアー ２月２１日（木）午後３時から４時 

（６）ナイトツアー ３月５日（火）午後７時から８時 

（７）身近な法律情報探索ツアー ３月１４日（木）午後３時から４時 

 

【定員】各先着１０名 ※（２）本の修復見学と和装本作りツアーのみ

１３名 

【申込方法】 

（１）来館 都立中央図書館 総合案内・相談カウンター（１階） 

（２）電話 ０３－３４４２－８４５１（代） 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■ 東京マガジンバンクカレッジ連続ワークショップ 

「中央線が好きだ。を書く」（全３回） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

フリーマガジン『中央線が好きだ。マガジン』の記事執筆に携わって

いる３人の講師による、オリジナルウェブマガジン記事を作成するワー

クショップです。あなたの考える中央線の一押しポイントを、雑誌記事

にしてみませんか？ 

※『中央線が好きだ。マガジン』は、JR 東日本八王子支社が発行して

いるフリーペーパーで、『散歩の達人』（交通新聞社）編集部による特別

編集版です。 

【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】坂原茉莉子氏（『中央線が好きだ。マガジン』編集長）、松井一

恵氏（フリーライター）、佐藤さゆり氏（フリーライター） 

【会場】都立多摩図書館セミナールーム（２階） 

【定員】３０名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込期限】１２月２２日（土） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０４２－３５９－４０２０ 
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（３）ホームページ 

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

181114.html 

 

都立多摩図書館は、平成３１年１月２９日（火）、移転オープン２周

年を迎えます。２月１１日（月）までの２週間、2nd Anniversary Party

を開催し、さまざまなイベントを用意して皆さまをお待ちしています。 

移転２周年記念イベント情報の詳細は、以下をご覧ください。都立図

書館ホームページからもご覧いただけます。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/4686_201

81212.html 

 

■ 東京マガジンバンクカレッジ講演会 

「お隣はどんな食卓？～雑誌『vesta』から見る世界の食文化～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

食文化の雑誌『vesta』において、海外の食文化を紹介しているジャ

ーナリストと、その編集長が、それぞれの立場から見た世界の食文化に

ついてお話しします。 

【日時】平成３１年２月２日（土）午後２時から４時まで 

【講師】森枝卓士氏（写真家、文筆家）、笠倉知子氏（味の素食の文化

センター発行の食文化の雑誌『vesta』編集長） 

【会場】都立多摩図書館セミナールーム（２階） 

【定員】１２０名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込期限】平成３１年１月１７日（木） 

【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/various/4686_201

81212.html 

 

■ 来て！見て！体験！東京の農林水産業 

（連携（公財）東京都農林水産振興財団） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

平成３１年２月１０日（日）に、都立多摩図書館で、以下のさまざま

な催しを行います。 

 

＜都立多摩図書館アプローチ広場（屋外）＞ 

（１）苗木の無料配布（ブルーベリーなど） 

午前１１時から午後３時まで（午前１０時から閲覧室内で整理券を配
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布）、先着２００名 

＜都立多摩図書館セミナールーム（２階）＞ 

いずれも午前１０時から午後３時まで 

（１）木工教室   

東京の木〝多摩産材″でコースターを製作しよう！（材料費３００円、

先着５０名） 

（２）積み木ひろば 

多摩産材を使用した積み木で遊ぼう！ 

（３）食育クイズ 

産地あてクイズや農産物漢字クイズで東京の農業を学ぼう！ 

（４）東京の農林水産業魅力発信 

東京の農林水産物（業）に関する各種情報をご紹介します。 

 

■ 企画展示「ぐるり！世界一周～比べてわかる、世界の国々～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

世界にはたくさんの国があり、国の数だけ文化があります。今回の展

示では、服飾、娯楽、食等を切り口に、世界各国の文化を知るのに役立

つ資料、日本の文化を世界に発信するのに役立つ資料をたくさんご紹介

します。 

【会期】平成３１年１月２５日（金）から３月１４日（木）まで 

【会場】都立多摩図書館展示エリア（１階） 

※展示されている民族衣装を着て撮影した写真をＳＮＳに投稿してく

れた方に、プレゼントをご用意しています！（配布期間：平成３１年１

月２９日（火）から２月１１日（月・祝）まで） 

 

■ 企画展示関連イベント「世界の遊びと衣装の出張博物会」 

（連携 桜美林草の根国際理解教育支援プロジェクト） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

子供から大人まで、楽しみながら異文化体験！世界のコマやけん玉な

どの遊び道具で遊んだり、民族衣装や帽子を試着してみませんか。 

【日時】平成３１年２月９日（土）午前１０時から午後４時まで（午後

１２時３０分から１時３０分まではお休み） 

【会場】都立多摩図書館セミナールーム（２階） 

 

■ 高校生対象ワークショップ 

「ＰＯＰ王に聴く！魅力的な本のＰＯＰづくりの極意」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

本屋さんや図書館で、本を紹介するＰＯＰを見たことがありますか？ 

「ＰＯＰ王」こと内田剛さんによる、ＰＯＰ作成のワークショップを行

います！ 
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普段は入れない図書館の裏側を案内するバックヤードツアー付きで

す！  

【日時】平成３１年２月３日（日）午後２時から４時３０分まで 

【講師】内田剛氏（三省堂書店有楽町店勤務、「ＰＯＰ王」の異名を持

つ） 

【会場】都立多摩図書館セミナールーム（２階） 

【定員】高校生５０名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込期限】平成３１年１月２５日（金） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０４２－３５９－４１０９ 

 

＊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/support_school/tsunagu/index

.html 

 

■ 特別上映会 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【開催日】平成３１年２月１１日(月・祝) 

【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】 

・午前１０時３０分から ディズニー短編アニメ６本（計５８分） 

・午後２時から 「かもめ食堂」（１０２分） 

 

―――――――――――――――――――― 

【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 

『国史大辞典』１～１５（国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 都立

中央図書館請求記号：Ｒ／２１０．０３／３２／１～１５－３） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

日本の歴史を調べる際に、まずは最初の一冊として活用してほしいの

が本書です。 

歴史のほか、考古、民俗、宗教、美術、国語学、国文学、地理など５

万４０００余りの一般用語から専門用語までを分りやすく解説してい

ます。 

参考文献の記載もありますので、その後の調査に筋道が立ちます。本

文の理解を助ける挿入写真や図版・図表等も充実していますので、本書
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だけで調査が完了することも少なくありません。 

延べ５０万語を史料・地名・人名・事項に分類し、各冊には難読語検

索のための頭字索引が付いています。歴史上の事件、人物等も沢山掲載

されていますので人物事典としても使えますし、日本のことなら百科事

典・国語辞典として活用しても、そん色ありません。 

執筆者には、各学界の重鎮を起用しているため、大変信頼できる大辞

典です。（第４５回菊池寛賞を受賞(１９９７)） 

 

―――――――――――――――――――― 

【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/ 

 

■ 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。 
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＊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/201812/index.html 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

【５】東京都立図書館協議会開催のお知らせ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■ 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２８期第６回定例会を次のとおり開

催しますので、お知らせいたします。 

 

【日時】１２月２６日（水）午後３時から５時まで 

【会場】東京都立中央図書館（港区南麻布５－７－１３） 

第２・３研修室（４階） 

【議題】提言案について ほか 

【傍聴のお申込み】 

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２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＞＞ 

今月号も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

過ぎた一年を振り返り、来る年に向けて思いを新たにするこの季節、人

それぞれの感慨があるかと思います。 

都立図書館でも、ホームページのリニューアル、中央図書館の交流ルー

ムやコミックコーナーを始めとする館内の改善、東京１５０年を記念し

た各種イベントなど、様々な取組を行った一年でした。 

来年１月２９日（火）には、多摩図書館が移転オープン２周年を迎え、

各種イベントを行う予定です。 

気持ちも新たに、来月号でまたお会いできますよう、よろしくお願いし
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ます。 

どうぞ、よいお年をお過ごしください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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１２月１５日発行 


