都立図書館通信 （Ｎｏ．８１）
みなさま、こんにちは。
都立図書館通信をご覧いただきありがとうございます。
梅雨に入りました。先日は大雨で、公園内の道が池のようになっていました。アジサイの花は雨の日ほど色
鮮やかに見えますね。今がちょうど見頃です。
今月も様々な情報をお届けします。どうぞお付き合いください。
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■

お知らせ
■ 都立図書館協議会を開催します。
東京都立図書館協議会第２６期第５回定例会を開催します。

日時：６月３０日（月）午後３時～午後５時
会場：都立中央図書館 ４階第２・３研修室
議題：
（１） 読書活動の推進に向けた都立図書館の役割について
（２） その他
傍聴をご希望の方は開催当日、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。多数の場合は抽選になります。
また、メール・電話による事前申し込みも受け付けています。
詳しくは、都立図書館ホームページ「都立図書館協議会」を御覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/about_us/kyougikai/tabid/2084/Default.aspx
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について
この度、東京都立図書館の図書館情報システムのメンテナンス作業及び電気設備安全点検に伴い、以下のとお
り、ホームページ上のサービスを一時休止いたします。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたしま
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す。
（１）サービス休止予定時刻
平成２６年６月２４日（火）午前５時から午前６時頃まで
※メンテナンス終了次第、ご利用いただけます。
（２）サービス休止内容
ａ

東京都立図書館蔵書検索 Web 版及び携帯版
システム休止中は、都立図書館の所蔵資料を検索することができません。

ｂ

東京都立図書館統合検索での東京都立図書館蔵書検索及びヘルプ
システム休止中は、都立図書館以外の図書館の所蔵資料のみ検索することができます。
また、利用方法に関するヘルプ機能は利用できません。

ｃ

利用者登録、ネット予約及び E メールレファレンス、E メールによる郵送複写申込等
システム休止中は、利用者登録や登録利用者用の各種サービスが利用できません。
休止直前に利用者登録及びネット予約等を行った場合、受付処理が遅延する場合があります。

２

中央図書館イベント・企画展情報
■特別展示「東京の技術とものづくり」

今回の東京都立図書館特別展示では、江戸時代から現代、そして未来へと続く東京の技術力について取り上げ
ます。玉川上水等の上水道敷設に始まる水道技術、ロボットにつながる精巧なからくり人形の仕組み、今も受
け継がれる伝統工芸品等、江戸・東京の技術力を当館の所蔵する資料と合わせてご紹介します。
会場では、東京下町の中小企業の技術力を結晶した「下町ボブスレー」や深海探査機「江戸っ子 1 号」も展示
しています。ぜひご来場ください。
日時：平成２６年６月２０日（金）～２２日（日）午前９時から午後９時まで
（２２日の最終日は午後３時まで）
会場：新宿駅西口広場

イベントコーナー 【Ａ１ゾーン】

（ＪＲ新宿駅西口改札から徒歩１分）（入場無料）

詳しくは都立図書館ホームページをご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=902

３

多摩図書館イベント・企画展情報
■『これならできる！自由研究 １１１枚のアイディアカード集』冊子版 販売のお知らせ
都立多摩図書館では、平成２３年に『これならできる！自由研究 １１１枚のアイディアカード集』を作成

し、都内の小学校に配布しました。カード集が好評だったため、このたび改訂し、冊子として販売を始めまし
た。
冊子では、小学生の自由研究のアイディアを１１１種類紹介しています。それぞれのアイディアカードでは、
自由研究の参考になる本を掲載しているので、夏休みの自由研究や子供の読書に活用することができます。
＜販売場所＞ 都民情報ルーム（東京都庁第一本庁舎３階北側）
電話 ０３－５３８８－２２７６
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こちらでの直接購入のほか、郵送や都内の書店への注文購入もできます。
＜価格＞ １５０円
＜大きさ等＞ Ａ５判 １２８ページ
冊子の内容に関する問合せはこちらへ 都立多摩図書館児童青少年資料係 電話０４２－５２４－６４２８
■都立多摩図書館「東京マガジンバンク」セミナー「雑誌を解剖する－編集者と研究者それぞれの視点から
－」を ６月２８日（土）に開催します。
都立多摩図書館では、公立図書館として最大規模となる雑誌の集中提供サービス「東京マガジンバンク」によ
り、都民の調査研究等の課題解決を支援しています。
今回、雑誌に興味や関心のある方を対象に、一つのテーマを掘り下げ、雑誌の調査研究に役立てていただく
ためのセミナーを開催いたします。
このセミナーでは、雑誌と社会や文化との相互作用をテーマに、男性誌を題材として、編集者と研究者とい
う立場の異なる二人の講師から、雑誌を通して社会や文化の状況を明らかにすることを学び、さらに講師との
ディスカッションにより考えを深めていただきます。
また、１７，０００タイトルのバックナンバーが並ぶ「東京マガジンバンク」書庫を講師の解説とともに巡
る見学も行います。
（１）開催日時
平成２６年６月２８日（土）午後１時から午後４時まで
（２）講 師
清水 一彦（しみず かずひこ）氏（江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授、元『ＰＯＰＥＹＥ』編
集長）
辻 泉 (つじ いずみ)氏（中央大学文学部人文社会学科教授、社会情報学専攻）
（３）会 場
東京都多摩教育センター ３０１・３０２研修室
所 在 地 東京都立川市錦町６－３－１
最寄り駅 JR南武線 西国立駅 徒歩１０分
（４）定 員
６０名 （先着順） 参加費無料
（５）申込方法
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
ａ

都立図書館ホームページ https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3930/Default.aspx

ｂ

電 話 ０４２－５２４－７１８６

ｃ

来 館 多摩図書館カウンター

電話・来館の受付時間 平日 午前９時３０分から午後７時まで（土日祝日は午後５時まで）
チラシは都立図書館ホームページからご覧になれます。
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http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/event/26/pdf/2014kaibou.pdf
■

東京都立多摩図書館 映画会のお知らせ

都立多摩図書館では、映画会を開催しています。【入場無料】
ご来場をお待ちしております。
●定例映画会
「日本の自然 川１ 神田川・隅田川」 ７本立
日時：６月１９日（木） 午後２時から
会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席）
（上映作品）
『神田川』 カラー１０分 制作：東京都映画協会 １９８６年
『探訪ルポ 荷風の夢、夢の東京』 カラー３０分

制作：テレビ朝日 １９８０年

『佃島』 カラー２０分 制作：浮田遊児
『佃島』 カラー１０分 制作：東京都映画協会 １９８４年
『ふるさと隅田川』 カラー１０分 制作：東京都映画協会 １９８２年
『平成元年の隅田川（１，０００万人の話題）』 カラー１０分 制作：東京都映画協会 １９８９年
『隅田川２０年の詩』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７８年
「日本の自然 川２ 多摩川」 ７本立
日時：７月６日（日） 午後２時から
会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席）
（上映作品）
『砂漠の町東京・多摩川を飛ぶ』 モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁
『多摩川をさかのぼる』 モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ
『多摩川、その水清ければ』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９８１年
『多摩川・第一部 その歴史と風土』 カラー２５分

制作：記録映画作家協会・東京都教育庁

『多摩川・第二部 多摩川絵図』カラー２５分 制作：記録映画作家協会・東京都教育庁
『多摩川の源流を訪ねる』 カラー１４分 制作：東京都映画協会 １９７４年
『初夏・鮎の里・川紀行』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９８０年
●ミニシアター
『少年の日の思い出』モノクロ５５分 制作：センタルフィルム（ユーゴスラビア） １９８２年
日時：６月２９日（日）・７月２４日（木） 午後２時から
会場：東京都多摩教育センター ２階２０６研修室（３０席限定）
■ 多摩図書館 バックヤードツアーのお知らせ
多摩図書館では、一般都民の方を対象に、バックヤードツアーを開催しています。ツアーでは、普段は入るこ
とのできない書庫の中に入り、貴重な資料等をご覧になることができます。
【参加費無料】
一般案内コースの６月２２日（日）につきましては、定員に達しましたので、申し込みを締め切りました。
一般案内コースのほかに、団体さま専用の団体案内コースも随時募集しております。４名から１０名のグルー
プで、ご希望日の２週間前までにお申込みください。まずは、お気軽にご相談ください。
詳しくは、都立図書館ホームページ「多摩図書館バックヤードツアーのご案内」をご覧ください。
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http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/tama_library/tabid/3590/Default.aspx
問合せ先：多摩図書館バックヤードツアー担当（電話０４２－５２４－７１８６）

４

こんな本あります～アリスの本の森 「海外の映画の本あれこれ」
都立図書館のホームページには、中央図書館地下１階で本の選定や目録作成に携わっている職員が交代で、

新着本や既刊本からおすすめ本を紹介する「～こんな本あります～アリスの本の森」というコラムがあります。
最新号では、
「おもちゃ」をキーワードに、比較的新しい資料の中から、著者の思いの詰まった本をご紹介
します。
『おもちゃと遊びのコンシェルジュ
ｉｏｎ』関康子著 ＡＤＰ

: Ｂｅｓｔ

１００

Ｔｏｙｓ

ｆｏｒ

Ｓｅｌｆ－ｅｘｐｒｅｓｓ

２０１３

『日本郷土玩具集成 全３巻』牧野玩太郎編著 日本図書センター ２０１３
『マトリョーシカ大図鑑』沼田元氣写真・文 二見書房 ２０１０
『手技の歴史 : フレーベルの「恩物」と「作業」の受容と、その後の理論的、実践的展開 』清原みさ子著

新

読書社 ２０１４
詳しくは、都立図書館ホームページ「～こんな本あります～アリスの本の森」をご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=903

５

司書が選ぶ調べものに使える本
■『すぐに役立つ３６６日記念日事典』
加瀬 清志著, 日本記念日協会編
大阪 創元社 ２０１３．１２
都立中央図書館請求記号：３８６．９／５０１１／２０１３
資料コード：７１０３３００７８６

「建国記念の日」などよく知られている記念日はもちろんのこと、
「アイスクリームの日」
（５月９日）などあ
まり知られていない記念日まで、様々なジャンルの記念日を由来やエピソードの解説を交えて日付順に紹介し
ている事典です。
巻末には、資料編として「結婚記念日一覧」
、
「賀寿(長寿祝い)一覧」
、
「二十四節気および雑節の日付」
、
「二
十四節気と七十二候一覧」
、
「ジャンル別記念日索引」が掲載されています。また、各月の扉には、旧暦・英名
などの月名、誕生石、誕生花などが載っています。一つの月の名前には、様々なものがあり、６月であれば、
旧暦の水無月のほかにも涼暮月(すずくれづき)、蝉羽月(せみのはづき)、鳴神月(なるかみづき)、松風月(まつ
かぜづき)、風待月(かぜまちづき)などの呼び方があります。
今日の日付やご自分の誕生日がどのような記念日なのか調べてみるほかにも、友人、知人の誕生日がどのよ
うな記念日なのかを知り、その日にふさわしいプレゼントを贈ってみてはいかがでしょうか？

６

オンラインデータベースひとこと紹介 ジャパンナレッジＬｉｂ
都立図書館では、３０種あまりのオンラインデータベースを無料でご利用いただけます。新聞や雑誌の記事

検索、法律情報や企業情報、百科事典、人物辞典などいろいろなデータベースの中から、順次簡単にご紹介し
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ます。
■ジャパンナレッジＬｉｂ
『日本大百科全書（ニッポニカ）
』をはじめ、
『現代用語の基礎知識』や『江戸名所図会』
、国語・外国語辞書
など、５０種以上のコンテンツを搭載したオンラインデータベースです。調べたいことばを入力し、一括検索
することができます。
例えば、ある人物について調べるとき、人名事典よりも歴史辞典である『国史大辞典』に詳しい記述がある
など、事柄を多様な観点から調べることが可能です。さらに関連項目をたどることによって、知識を広げてい
くこともできます。
なお、都内の公立図書館で利用できるオンラインデータベースは、都立図書館ホームページの「都内公立図
書館インターネット等サービス状況」をご参照ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/db_guide/online_db_guide/tabid/2142/Default.aspx

７

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「『東京のユニバーサルデザインとバリアフリー』の巻」です。
東京都では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、すべての人が安全・快適に
生活し、訪れることのできるユニバーサルデザインを基本理念とした福祉のまちづくりを推進しています。
ユニバーサルデザインとは「年齢や能力の如何にかかわらず、すべての人が使いやすいように工夫された
用具・建造物などのデザイン」（『広辞苑

第６版』より）のことです。

また、関連事項としてはバリアフリーがあります。バリアフリーとは「身体障害者や高齢者が生活を営む
うえで支障がないように商品を作ったり建物を設計すること。また、そのように作られたもの」（『広辞苑
第６版』より）のことです。
少子高齢化社会や高度な情報化社会が進行する中で、すべての人々が暮らしやすい社会にしていくには、
まちづくりなどのハード面だけでなく、人々の多様性への理解を進めるなどソフト面のユニバーサルデザイ
ンやバリアフリーも重要です。
今回は、東京都や都内の自治体の状況を中心に、関連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。
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/3933/Default.aspx
■東京情報月報
都市･東京情報係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。
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/tokyo_month/tabid/1036/Default.aspx

＜＜編集後記＞＞
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今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
先日公園の中でヘビを見かけました。港区南麻布生息のヘビ…希少な存在ですね。
■

都立図書館 【メルマガ会員の輪をひろげよう！】

読者のお知り合いの方に是非、都立図書館のメルマガをご紹介ください。
登録アドレスをお友達にご紹介いただきますようお願いいたします。
→登録アドレス
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx
※メールマガジンに関する御意見・御要望をお気軽に編集部までお寄せください！
→ メルマガ御意見
mailmag@library.metro.tokyo.jp
※配信停止のご連絡は、以下のページをご確認ください。
→ＰＣ用
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx
→携帯用
http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/i/4000.html
■都立図書館情報は Twitter、Facebook からも発信中です。ぜひご覧ください。
都立図書館 Twitter

https://twitter.com/tm_library

都立図書館 Facebook https://www.facebook.com/tmlibrary
東京都立中央図書館管理部企画経営課編集部 平成２６年６月１５日発行
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