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都立図書館通信（Ｎｏ．１４８） 

 

みなさま、こんにちは。１月の都立図書館通信です。 

年が明け、いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会開幕まであと半年ですね！大会に向けて、各地で様々なイベントが予

定されています。都立図書館でも、展示や講演会等を行っていきますの

で、ぜひご来館ください。 

それでは、今月もたくさんの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】都市・東京情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★１月・２月の休館日：１月１７日（金）、２月６日（木）、２月２１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 

――――――――――――――――――――  

■企画展示「東京ベイエリア」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、競技会場の

整備などが進み変貌を続ける東京ベイエリア。今回の企画展示では、東

京湾の自然環境、人々の暮らしや産業を支え、開発により変貌を続ける

東京ベイエリアを、図書や地図などの所蔵資料で紹介します。 

【会期】１月１８日（土）から３月８日（日）まで 

午前１０時から午後８時４５分まで（土日祝は、午後５時３０分まで）

【会場】都立中央図書館 ４階 企画展示室 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_201

91210.html 

 

■公開講座「東京ベイエリアの変遷」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

本講座では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_20191210.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_20191210.html
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催会場や、豊洲市場の移転等、近年注目が高まっている東京ベイエリア

について、２人の講師がそれぞれの視点から紹介します。 

【定員】各回１２０名まで（応募多数の場合は、講座ごとに抽選) 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

【申込方法】都立図書館ホームページ、往復はがき 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_201

91210.html 

【申込締切】令和２年２月９日（日） 

 

○第１回「東京湾自然の恵み～思い出の生き物はどうしてる？～」 

【日時】２月２３日（日）午後２時から４時まで 

【講師】風呂田 利夫（ふろた としお）氏（「東京湾の環境をよくする

ために行動する会」会長） 

 

○第２回「東京湾岸地域の変遷～歴史と地域づくり～」 

【日時】２月２９日（土）午後２時から４時まで 

【講師】志村 秀明（しむら ひであき）氏（芝浦工業大学教授） 

 

 

■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３―」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

大人気企画「謎解きイベント」第三弾を実施します！初めての方も、謎

解きマニアの方もぜひ挑戦してみてください。 

【日時】１月１８日（土）から３月８日（日）の開館時間中 

【問題配付時間】午前１０時から午後８時まで（土日祝は、午後４時３

０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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/5875_201

91217.html 

 

■ 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ＥｄｕｃａｉｔｏｎＵＳＡのアドバイザーが、アメリカ留学

の最近の傾向、アメリカの大学・大学院の特徴、大学等選択の要領、留

学手続きのプロセス、奨学金の探し方等について、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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_20191210.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5884_20191210.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/5875_20191217.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/5875_20191217.html
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【日時】令和２年２月９日（日）午後２時から３時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール 

【定員】１００名（先着順） 

【申込方法】 

（１）都立図書館ホームページ 

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

91210.html 

（２）電話 ０３－３４４２－８４５１（代） 

（３）来館（１階 総合案内・相談カウンター） 

 

■都立中央図書館「ショートセミナー」のお知らせ（１月～２月） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館のオンラインデータベースや所蔵資料の活用方法をテ

ーマごとに紹介します。初心者の向けの内容で、事前申込みは不要です。

ぜひお気軽にご参加ください！ 

 

【日時】 

〇電子書籍を試してみよう！～英語の学習・多読に活かす～ 

１月１６日（木）午後６時から７時まで 

〇統計情報の調べ方 

１月２２日（水）午後３時から４時まで 

〇企業情報の調べ方 

２月１２日（木）午後７時から８時まで 

○東京の住宅地図案内 

２月１９日（水）午後３時から３時３０分まで 

 

詳細は、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/service/online_databa

se/short_seminar/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

――――――――――――――――――――  

■ 都立多摩図書館移転３周年記念イベントを開催します！ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立多摩図書館は、令和２年１月２９日、国分寺市に移転して３周年を

迎えます。３周年を記念して、１月２５日から「３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅ

ｒｓａｒｙ Ｐａｒｔｙ」と題するイベントを開催します。この機会に

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5090_20191210.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5090_20191210.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
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ぜひ、ご来館ください。 

 

●企画展示「すべての旅は本から始まった―。写真家 石川直樹の世界」 

１０代後半から世界各地を巡り写真を撮り続けてきた石川直樹氏の世

界を紹介します。 

【期間】１月２５日（土）から３月１５日（日）まで 

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア 

【展示内容】 

・石川氏撮影のポスターや写真、写真集、著作、活動紹介のコーナー 

・熱気球による太平洋横断の記録映像や漂着物 

・都立図書館所蔵資料による石川氏の部屋の本棚再現 等 

 

●都立多摩図書館移転３周年記念講演会「地球を旅する」 

石川直樹氏に、世界各地の自然や民俗と向き合った旅と写真撮影、執筆

活動、読書経験などについてお話しいただきます。 

【日時】２月１１日（火・祝）午後２時から４時まで 

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

【定員】１２０名（応募多数の場合は抽選) 

【講師】石川 直樹（いしかわ なおき）氏（写真家） 

【申込締切】１月２６日（日） 

詳細、申込みは、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/5839_201

91203.html 

 

このほかにも様々な関連イベントを行います。詳細は、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/5880_

20191203.html 

 

■都立多摩図書館 東京マガジンバンクカレッジ 

「大学ゼミ 雑誌研究成果発表会 ～雑誌と社会のかかわりを語り合

おう～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

東京マガジンバンクカレッジ団体パートナーである「専修大学 植村ゼ

ミ」の協力のもと、雑誌研究に取り組む学生による、研究成果発表会を

開催します。 

雑誌は現代社会においてどのように役立ち、影響を与えているのでしょ

うか。その一端を知るため、学生たちによる研究の成果を聴き、ともに

考え、議論してみませんか？ 

 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/5839_20191203.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/various/5839_20191203.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5880_20191203.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5880_20191203.html
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【日時】１月２６日（日）午後２時から４時まで 

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

【定員】１２０名（応募多数の場合は抽選) 

【内容】専修大学文学部ジャーナリズム学科の学生による、雑誌に関す

る研究成果の発表を実施します。あわせて、都立多摩図書館の魅力や、

都立多摩図書館の持つ豊富な雑誌資料の活用方法もお話しいただく予

定です。 

【コーディネーター】植村 八潮（うえむら やしお）氏（専修大学文

学部ジャーナリズム学科教授、日本出版学会会長） 

【申込締切】１月２５日（土） ※延長しました。 

詳細、申込みは、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/5855_201

91203.html 

 

■都立多摩図書館 １月・２月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】１月２５日（土）、２月２日（日）、２月２０日（木） 

    各日午後２時開始    

【会場】都立多摩図書館 ２階セミナールーム  

【定員】各回２００名（先着順） 

【上映作品】 

・１月２５日（土）※開催日が通常と異なります。 

 「山のアニメ特集」 

 （１）山の音（ね） 琴の詩（おと） 

 （２）ちびっこカムのぼうけん 

 （合計８２分） 

・２月２日（日）特別上映会 

 「南極料理人」※デジタル作品での上映となります。 

 （１２５分） 

・２月２０日（木） 

 「裸の島」 

 （９３分） 

 

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/ 

 

【問合せ】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０ 

 

 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5855_20191203.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5855_20191203.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/
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―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 

――――――――――――――――――――  

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 「ビールを極める！」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

日本中を感動の渦に巻き込んだ２０１９ラグビーワールドカップ。数々

の名場面と共に注目されたのが、ビールでした。 

そもそも日本人はいつからビールを飲むようになったのでしょうか。諸

説ありますが、少なくとも明治２０年代には大小様々なビール会社が生

産・販売を行っており、ビールは日本社会にしっかり根付いていました。

そんな「とりあえずビール」の世界に大きな変化をもたらしたのが、こ

こ数年話題になっているクラフトビールの登場です。 

１９９４年４月の酒税法の改正を契機に登場した地ビール（クラフトビ

ール）は、一度は勢いを失ったものの徐々に回復し、今やコンビニでも

飲食店でも手軽に楽しめるようになりました。 

森鴎外が好み、夏目漱石の「名前のない猫」が酔っぱらったビール。奥

深いビールの世界を、あなたも極めてみませんか。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京に来る！～これまでの夏季オリンピック・パラリンピ

ックを知って今年を楽しもう～』の巻」です。 

 

今夏、いよいよ東京２０２０大会が開催されます。過去に開催された夏

季オリンピック・パラリンピックに関する資料と今年オリンピック・パ

ラリンピックを楽しむための資料をご紹介します。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20200

109/ 

 

■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

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20200109/
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20200109/
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月新着資料をご紹介します。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/

monthly/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜編集後記＞＞ 

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

寒い日が続いていますが、お正月疲れで風邪など召されませんよう、お

気をつけ下さい。 

それでは、来月号でまたお会いしましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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） 

令和２年１月１５日発行 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/
https://twitter.com/tm_library
https://www.facebook.com/tmlibrary

