都立図書館通信 （Ｎｏ．８３）
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。
毎日暑いですね。東京でも最高気温３６度と、まるで人間の体温並みの高さです。室内でも熱中症に
なることもあるそうですから、室温管理と水分補給には気をつけたいですね。暑い日中は図書館で過ご
すというのも避暑の一つの方法です。都立図書館もどうぞご利用下さい。
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。
＜＜ 目次 ＞＞
１ お知らせ
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について
２ 中央図書館イベント・企画展情報
■ 都立中央図書館企画展示「発明・技術 ―夢をかたちにする力―」
■ 平成２６年度 就職活動セミナー「自分にピッタリの企業を探そう！」
３ 多摩図書館イベント・企画展情報
■ 都立多摩図書館 映画会のお知らせ
■ 都立多摩図書館「バックヤードツアー」のお知らせ
４ ～こんな本あります～アリスの本の森 「女性誌」
５ 司書が選ぶ調べものに使える本 『江戸文学地名辞典』
（東京堂出版）
６ オンラインデータベースひとこと紹介

日経ＢＰ記事検索サービス（日経ＢＰ社）

７ 都市・東京情報
■ クローズアップ都市・東京情報「
『東京の山 高尾山』の巻」
■ 東京情報月報
-------------------------------１ お知らせ
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について
この度、図書館情報システムのメンテナンス作業に伴い、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
たします。
１ サービス休止予定時刻
平成２６年８月２６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
（１）東京都立図書館蔵書検索 Web 版及び携帯版
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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。
（２）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。
（３）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
■ 都立中央図書館企画展示「発明・技術 ―夢をかたちにする力―」開催中
今回の展示では、社会を動かす力となる発明や技術について、当館所蔵の貴重な資料と実物により多
角的に紹介しています。現代の精密機械につながる技術といわれる江戸時代のからくりや、発明家でも
あったレオナルド・ダ・ヴィンチの手稿（複製）などをご覧ください。
江戸時代のからくり図集から復元したからくり茶運び人形の実演は、８月２４日（日）及び８月３１
日（日）の午後２時から行います。ぜひ、ご来場ください。
日時：７月４日（金）から９月３日（火）まで
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（４階） （※入場無料）
詳細については、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=914
■平成２６年度 就職活動セミナー「自分にピッタリの企業を探そう！」
都立中央図書館の「ビジネス情報コーナー」の資料を使いながら、就職活動における会社情報の探し
方や、その活用方法について、具体的にご説明いたします。
是非この機会に図書館の資料を使いこなすコツをつかんで、就職活動にお役立てください。
日時：８月２３日（土） 午後２時から午後４時３０分まで
会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階）
対象：おおむね４０歳代前半までの方
定員：８０人（参加無料 申込み先着順）
参加費：無料
講師：小原 伯夫（おばら のりお）氏（中小企業診断士・社会保険労務士）
申込み：電話、来館、インターネット
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/tabid/3952/Default.aspx
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-------------------------------３ 多摩図書館イベント・企画展情報
■ 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５ 北国の川」 ４本立
日時：８月２１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）
『最上川のうた 歴史と文化』 カラー４７分 制作：マツオカプロ １９７７年
『流域賦』 カラー３０分 制作：東北映画製作、青銅プロダクション １９９１年
『北上川 岩手県を中心に』 カラー３５分（退色あり） 制作：日本技術映画
『北国（春）
』 カラー１２分（退色あり） 制作：東映
「日本の自然 川６ 筑後川」
日時：９月７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）
『筑後川 いま、河童を生きる』 カラー１０３分 制作：ポルケ ２０００年
「日本の自然 山１ 東京の山」 ８本立
日時：９月１８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）
『旧甲州街道を訪ねて 高尾駅から小仏峠』 カラー１０分 制作：東京都映画協会 １９８５年
『雲取山の花からの招待状』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７９年
『零下 20 度の東京 厳寒の奥多摩雲取山』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７９年
『戦国から四〇〇年 甦る八王子城（1,000 万人の話題）
』 カラー５分 制作：東京都映画協会 １９９
４年
『高尾の春』 モノクロ１６分 制作：東京都映画協会 １９７１年
『高尾山・夏』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９８０年
『夕焼小焼里の秋』 カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９８３年
『武蔵の国の仏たち』 カラー２９分 制作：東京都映画協会 １９７８年
●ミニシアター
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『オサムの朝（あした）
』カラー１０６分 制作：映画「オサムの朝」製作委員会 １９９９年
日時：８月３１日（日）・９月２５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）
●特別映画会
「夏休みこども映画会 ―手塚治虫没後２５年 なつかしの手塚治虫―」 ４本立
日時：８月２４日（日） 午前１０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）
『リボンの騎士 王子と天使』 カラー３０分 制作：虫プロ
『鉄腕アトム』 カラー３０分 制作：虫プロ
『ジャングル大帝 共存』 カラー２４分 制作：手塚プロ
『緑の猫』カラー２４分 制作：手塚プロ

■ 都立多摩図書館 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】
日程：９月７日（日）午後２時から午後４時まで １０名程度
１０月２５日（土）午後２時から午後４時まで １０名程度
問合せ先：都立多摩図書館

バックヤードツアー担当

（電話０４２－５２４－７１８６）
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/guide/tama_library/tabid/3590/Default.aspx

-------------------------------４ ～こんな本あります～アリスの本の森 「女性誌」
都立多摩図書館の東京マガジンバンクサービスでは、女性誌を重点的に所蔵しています。
一般的に女性誌といわれる継続中の雑誌は、約２００タイトルほどありますが、そのうち約１５０タ
イトルのファッション誌、コスメ誌、週刊誌、生活実用誌等を年齢別、ライフスタイル別に幅広くご覧
いただけます。
創刊号コレクションとして創刊号を所蔵しているものも多数あり、当時の流行や世相を感じられます。
また、海外提携のモード誌『ヴォーグ』は、アメリカ、フランス、オーストラリア、イタリア、ドイツ、
スペイン、イギリス、ロシア、中国そして日本の１０カ国語版を収集していますので各国の状況を比べ
ることができて大変おもしろいです。
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=868
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--------------------------------５ 司書が選ぶ調べものに使える本
■『江戸文学地名辞典』 浜田義一郎監修 東京堂出版 １９７３
中央図書館請求記号：ＲＴ／０・２００／１３
町名・道路・河川・橋・寺社など江戸とその周辺の地名約２０００件について、その概要を解説した
辞典です。
この辞典の特色は、江戸・明治期の文学作品、戯曲、随筆等から文例を採ることによって、江戸時代
の人々が感じていたそれぞれの土地の雰囲気というものを再現すべく努めたことにあります。ある地名
が、当時はどのような連想を伴うものであったかを知ることで、江戸時代の文学をより深く味わうこと
を可能にしてくれる辞典です。本書は単独でも十分に有用ですが、切絵図（江戸時代に刊行された、携
帯用の地域別の地図。復刻版が多数出版されている）と対照することで、さらに理解が深まるように編
集されています。
監修者の浜田義一郎氏は、蜀山人大田南畝を初めとする近世文学の研究者で、ほかに『江戸川柳辞典』
（浜田義一郎編

東京堂出版

１９８３．４ 中央図書館請求記号：Ｒ／Ｊ１４５／Ｈ１３７／Ｅ）等

を編集しています。こちらも、江戸の文化を知るためにとても役立つ辞典です。

-----------------------------６ オンラインデータベースひとこと紹介
■日経ＢＰ記事検索サービス（日経ＢＰ社）
日経ＢＰ社が発行している雑誌、全３1 誌の記事検索ができるデータベースです。主な雑誌に『日経ビ
ジネス』『日経エレクトロニクス』『日経ヘルス』などがあります。全ての雑誌について、表紙画像で号
数を選択し、記事を読むことができます。ジャンル別の内容分類による絞り込みや、雑誌名、キーワー
ド、時期（記事の年度）による検索も可能です。記事本文の表示はテキスト形式かＰＤＦを選べます。
都内の公立図書館でこのデータベースを利用できるのは都立図書館のみですので、是非ご利用ください。
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「『東京の山 高尾山』の巻」です。
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８月１１日を国民の祝日「山の日」に定める改正祝日法が５月の国会で可決、成立しました。「海の
日があるなら山の日も」と日本山岳会などが制定運動を進めていたもので、多くの人が休暇を取るお盆
休みに近いという理由などから８月１１日に決まりました。山の日の意義を「山に親しむ機会を得て、
山の恩恵に感謝する」として、平成２８年から施行されます。
大都会のイメージの強い東京ですが、西部の多摩地域には丘陵地帯や秩父多摩甲斐国立公園に属する
山々が広がっています。都心から電車で１時間ほどの場所にある高尾山は、年間約２５０万人の登山客
があり、気軽にハイキングを楽しめる山として人気があります。２００７年にはフランスの旅行ガイド
ブック『ミシュラン・ボワイヤジェ・プラティック・ジャポン』の三ツ星に指定され、地域の観光資源
としても注目を集めています。
今回は「山の日」制定を記念して、高尾山を中心に東京の山に関する資料についてご紹介します。
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/3955/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御覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/tokyo_month/tabid/1036/Default.aspx

＜＜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。
８月１４日開催の中央図書館見学ツアー（テーマ別ツアー＜資料保全＞）は、おかげさまで申込み受
付開始早々満員となりました。図書館ツアーの中でも大人気のプログラムです。９月１１日開催の通常
のツアーも普段は入れない地下書庫や変わった図書資料を見ることができます。まだ受付中です。ぜひ
図書館の裏側を体験してみてください。多摩図書館バックヤードツアーのご案内は本文中に掲載してい
ます。こちらも楽しいですよ。
■ 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
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→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８月１５日発行
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