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都立図書館通信 （Ｎｏ．１３３） 

 

みなさま、こんにちは。１０月の都立図書館通信です。 

いよいよ読書の秋も本番となってきました。都立図書館も、読書に没

頭できる静かな環境をご用意して、皆様をお待ちしています。 

 

 平成３０年は、江戸から東京への改称、東京府開設から１５０年の節

目の年です。東京都では、これを記念し、東京の魅力を内外にＰＲする

「Old meets New 東京１５０年」事業を展開しています。 

 １０月２６日（金）から２８日（日）には、本事業のメインイベント

である「東京１５０年祭」が、浜離宮恩賜庭園で行われます。都立図書

館も、２７日と２８日の二日間にわたり、資料を活用したパネル展示の

ブースを出展します。会場でアンケート等にご協力いただいた方には、

素敵なプレゼントをご用意しています。この貴重な機会を、どうぞお見

逃しなく！ 

 

 図書館内でも、様々な企画展示を実施しています。 

都立中央図書館では、１０月２７日（土）から１１月１１日（日）ま

で、東京文化財ウィーク２０１８参加企画展「大江戸プリント－出版文

化から見る江戸の世相－」を開催。 

 都立多摩図書館では、１０月２５日（木）から１２月１６日（日）ま

で、企画展示「Old meets New 東京１５０年 変わりゆく東京」を開催

します。 

 企画展示を見た後は、図書館の中を探索して読みたい本を探すもよし、

館内の食堂やカフェスペースでお腹を満たすこともできます。 

 都立図書館で、充実した読書の秋を過ごしてみませんか。 

 

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。 

 

＜ 目次 ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【１】東京１５０年祭 都立図書館ブース出展のお知らせ 

【２】中央図書館情報 

【３】多摩図書館情報 

【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、いずれも無料です。 

★１０月・１１月の休館日：１０月１９日（金）、１１月１日（木）、１
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１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】東京１５０年祭 都立図書館ブース出展のお知らせ 

―――――――――――――――――――― 

 東京都が浜離宮恩賜庭園で開催する「東京１５０年祭」に、都立図書

館もブースを出展します。 

貴重資料を活用したパネル展示により、江戸文化の魅力や、１５０年

の歴史を持つ都市・東京の名所を紹介します。双六などで遊びながら知

識が深まるコーナーもあります。 

会場でアンケート等にご協力いただいた方に、オリジナルグッズをプ

レゼントいたします。 

 

【都立図書館ブース出展日時】 

１０月２７日（土）、２８日（日） 

各日とも午前９時から午後５時まで 

【会場】浜離宮恩賜庭園 

【入園料】一般 300 円、65 歳以上 150 円（カッパバッジ提示で無料） 

 

※全体のスケジュール等については、「東京１５０年祭」のウェブペー

ジをご覧ください。 

https://www.tokyo-150.jp/event_main 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■ 都立中央図書館「東京文化財ウィーク２０１８」参加企画展 

「大江戸プリント－出版文化から見る江戸の世相－」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 江戸で花開いた出版文化に焦点を当て、１５０年前の幕末から明治初

期にかけての江戸・東京の姿や、江戸のシンボル的存在であった江戸城

について、当館所蔵の重要文化財を含む貴重資料でご紹介します。 

千代田区立日比谷図書文化館とのスタンプラリーや、司書によるギャ

ラリートークも実施します。ぜひご来場ください。 

 

【会期】１０月２７日（土）から１１月１１日（日）まで 

※休館日：１１月１日（木） 
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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 

【会場】都立中央図書館 企画展示室・多目的ホール（４階） 

 

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/exhibition/5003_

20180926.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■ 東京マガジンバンクカレッジ＜多摩セクション＞イベント 

講演会「教科書から辿（たど）る多摩の中世」 

  ※申込締切を延長しました。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 経験豊富な講師が、源平の争乱や南北朝の動乱などに関する多摩地域

の歴史遺産を取り上げ、中世の多摩を浮き彫りにします。 

 

【講師】仙田 直人（せんだ なおと）氏 

品川女子学院校長、前東京都立三鷹中等教育学校長 

【日時】１０月２０日（土） 

午前９時３０分から１１時３０分まで 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】１２０人 ※応募者多数の場合は抽選 

【申込期限】１０月１７日（水） 

【申込方法】 

（１）都立図書館ホームページからのお申込み（ＵＲＬ下記） 

（２）電話によるお申込み ０４２-３５９－４０２０ 

（３）来館によるお申込み 

 

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/seminar/4989_201

80903.html 

 

■ 企画展示「Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ 東京１５０年  変わりゆ

く東京」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【第１期】９月１０日（月）から１０月１８日（木）まで 

「東京都公文書館パネル展 東京１５０年 ～公文書と絵図が語る 



 4

首都東京の歴史～」 

東京都公文書館が所蔵する公文書等の複製パネルを展示し、幕末以降

の首都東京の成立と展開をたどります。 

 

【第２期】１０月２５日（木）から１２月１６日（日）まで 

「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】１０月２７日（土）、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】１０月２５日（木）から１２月１６日（日）までの毎週水、土、

日曜日 午後３時から 

 

■ １０月・１１月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】１０月１８日(木)、１１月４日（日）、１１月１５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】 

・１０月１８日（木） 

 ドキュメンタリー「明治からの１００年 Ｐａｒｔ２」（計８１分） 

（１）にっぽん洋食物語 

（２）くらしを豊かに１００年 東京ガスの歩み 



 5

（３）くらしを衣装で残す 水島家の明治・大正・昭和 

・１１月４日（日） 

 アニメ「世界のアニメ アメリカ」（計６２分） 

（１）ロージーのおさんぽ 

（２）チェンジズチェンジ 

（３）ディズニーの３びきのこぶた 

（４）ディズニーの赤ずきんちゃん 

（５）くまのプーさん イーヨーのおたんじょうび 

（６）ハロルドのふしぎなぼうけん 

・１１月１５日（木） 

 劇映画「野菊の墓」（１９８６年制作／７２分） 

 

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/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【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 

『日本語シソーラス 類語検索辞典』第２版 

（山口翼編 大修館書店 ２０１６年５月 都立中央図書館請求記

号：Ｒ８１３．５／５００７／２０１６) 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

文章を書く時、より内容が伝わる言葉や表現を探して思い悩むことは

ありませんか？そんな時には本書がお役に立つかもしれません。 

「シソーラス」とは、同じような意味を持つ言葉を調べられる類語辞

典の一種です。例えば「おいしい」という言葉を言い換えたい時、「ほ

ろ旨い」「滋味」「口福（こうふく）」など様々な別の表現を見つけるこ

とができます。一般的な類語辞典に収録されている語句（項目）は５万

～８万語ほどですが、本書には延べ３３万語も収録されています。ただ

し、語句ごとの意味や文例は省かれているので、言葉探しに特化した辞

典といえます。 

英語の「Ｔｈｅｓａｕｒｕｓ（シソーラス）」には、「語彙集」のほか

に「宝庫」という意味もあります。本書を使って、言葉の宝探しをして

みてはいかがでしょうか。 

 

都立図書館蔵書検索のデータはこちらからご覧いただけます。 

http://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.d

o?lang=ja&bibid=1152818968%20 
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―――――――――――――――――――― 

【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「『豊洲市場への移転と東京の市場』の巻」です。 

 

江戸時代から３００年以上続いた日本橋魚河岸。関東大震災での壊滅

を機に昭和１０年（１９３５）に開場した築地市場。そして今年、８３

年の歴史に幕を下ろす築地市場にかわって１０月１１日に開場した豊

洲市場。市場は常に江戸・東京の人々の食を支えてきました。また近年、

築地市場と言えば世界一魚が集まる最大の市場としても知られていま

す。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、豊洲市場の開場、築地市

場や日本橋魚河岸の歴史、東京都に１１ある市場について当館所蔵の資

料で紹介します。 

 

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

004/ 

 

■ 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/201810/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【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、
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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５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】１０月１８日（木）午後２時から４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】誰もが快適に利用できる環境について 他 

【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＞＞ 

今月号も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

秋というと、図書館職員はすぐ読書の秋を思い浮かべてしまいますが、

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、秋は何かと楽しみの多い季節

ですね。 

芸術の秋といえば、都立中央図書館では９月１２日（水）、１階と３階

にコミックコーナーを新設しました。マンガ大賞受賞作品などを中心に、

約１，２００冊を展示しています。ぜひ一度ご覧ください。 

図書館の中を歩きながら、秋の過ごし方を色々考えてみるのも、面白い

かもしれませんよ。 

 

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。 
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→ 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１０月１５日発行 


