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都立図書館通信（Ｎｏ．１３６） 

 

みなさま、こんにちは。１月の都立図書館通信です。 

今年は５月に改元を控え、９月にはラグビーワールドカップが日本で

開催されます。そして、来年はいよいよ東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピックです。日本と東京が大きな節目を迎えつつある現在、都立

図書館も社会の動きを見据えながら、様々な事業に取り組んでいきたい

と思います。 

節目といえば、１月２９日（火）に、都立多摩図書館が移転オープン

２周年を迎え、2nd Anniversary Party を開催します。さまざまなイベ

ントを実施しますので、ぜひ多摩図書館へお越しください。 

本年も引き続き、都立図書館をよろしくお願いいたします。 

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、特に記載がない限り、無料です。 

★１月・２月の休館日：１月１８日（金）、２月７日（木）、２月１５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 

―――――――――――――――――――― 

 

■ 「世界中の国のこともっと知ろう！番外編～中央アジア～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

１月１５日（火）開催の中央アジア公開セミナーに合わせ、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）に関する資料を集めてご紹介します。中央アジアを描

いた漫画『乙嫁語り』の作者・森薫さんのパネルも展示予定です。 

【日時】１月１１日（金）から２月１１日（月・祝）まで 

※１月１８日（金）、２月７日（木）は休館 
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【会場】都立中央図書館 企画展示室（４階） 

 

■ 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！」

を開催します。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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】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 担当：資料管理課収書担当 

（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 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

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・祝）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

81213.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。 
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【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） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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。 

＜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

布）、先着２００名 

＜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。 
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【会期】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

ださった方に、プレゼントをご用意しています！（配布期間：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」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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】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！ 

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！  

https://www.library.metro.tokyo.jp/support_school/tsunagu/index

.html 

【日時】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】１月２５日（金） 

【申込方法】 

（１）来館 

（２）電話 ０４２－３５９－４１０９ 

 

■ 特別上映会 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【開催日】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】 
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・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） 

 

■ １月・２月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

 ＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】１月１７日(木)、２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） 

【上映作品】 

・１月１７日（木）「ドキュメンタリー ～日本の食文化～」（計９４分） 

（１）二千年の味 日本の食文化 

（２）世界のデリカフーズ 

（３）日本の自然と味 わさびの詩 

（４）マヨネーズ物語 

・２月２１日（木）「ドンマイ」（フィルム制作１９９０年/１１０分） 

東京下町の超弱小少年野球チーム「ちどりボーイズ」は、高校級の球を

投げる少年・弘をスカウトし、次々と勝ち進む。母親とふたり暮らしの

弘は、勤め先で火事を起こして死んだ父親のことを仲間にとがめられて

悩むが、下町の人々の思いやりで自信を取り戻し、優勝候補のライバル

球団に挑む。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/ 

【問合せ先】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０ 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ Ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「古くて新しい落語の世界」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

近年再び人気を集める落語。首都圏だけでも毎月１，０００件ほどの落

語会が開催されています。現在の落語家の数は東西合わせ９００名近く

となり、これは江戸時代以降、過去最多の人数です。 

２００６年、大阪では６０年振りに寄席が復活しました。この天満天

神・繁盛亭の成功に続くように２０１８年には神戸に喜楽館、仙台では

東北初の常設の寄席となる花座がオープンしています。 

アニメ化、ドラマ化されたマンガ「昭和元禄落語心中」のヒット、配信

音源・定額サービスでのコンテンツ提供、二ツ目と呼ばれる若手落語家

の台頭と若い客層の取り込みなど、落語という伝統芸能の世界とその環

境は今も変化し続けています。 

４００年続く、古くて新しい落語の世界を、図書館の資料でご案内いた
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します。 

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 

『世界の空港事典』（岩見宣治［ほか］編著 成山堂書店 都立中央図

書館請求記号：Ｒ／６８７．９／５０８７／２０１８） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

国内外合わせて３０６の空港について、その背景や沿革、施設の概要や

将来展望などについて解説したオールカラーの事典です。 

前半ではヨーロッパ、南北アメリカ、アジア、中東・アフリカ、オセア

ニアの５地域から主要空港を取り上げて紹介し、後半では日本の空港に

ついて解説しています。空港をテーマにした充実したコラムや、旅客数

の多い空港のランキングも掲載され、巻末には空港用語の解説や３００

０語を超える索引もついています。 

調べものに使うことはもちろん、旅の途中で立寄った空港の全体図を眺

めて楽しむなど、色々な活用ができそうです。世界中の国々が空の便で

繋がる今、そのハブとなる空港が持つ多様な歴史と姿について、知るこ

とのできる事典です。 

 

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。 

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

iccap.do?bibid=1153253236 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京の感染症予防・対策』の巻」です。 

 

冬を迎えて、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎（ノロウイルス等）

が流行しています。感染症にかからない、感染を広げないために、一人
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ひとりが予防や対策を心がけることが大切です。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京における感染症予防や

都が行う対策などについて、当館所蔵の資料を中心にご紹介します。 

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

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

monthly/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。 

今年の正月休みは、すぐ後に土日が続いたこともあって、ゆっくり過ご

された方も多いのではないでしょうか。 

寒い時期が続きますが、都立中央図書館がある有栖川宮記念公園では、

この時期になると紅梅が色あざやかな花をつけます。行き来に梅を眺め

つつ、図書館で気になっていたことを調べて時を過ごすと、この時期な

らではの風情を感じられるかもしれませんよ。 

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。 

→ 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 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「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３１年１月１５日発行 


