都立図書館通信 （Ｎｏ．８４）
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。
今年の夏は、各地で大雨による被害がありました。被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。猛暑、
豪雨、日本の気候は変わりつつあるのかもしれません。デング熱の拡がりも気になるところです。
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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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

（１）平成２６年９月３０日（火）午前５時から午前６時頃まで
（２）平成２６年１０月１９日（日）午前９時から１０月２０日（月）午前９時頃まで
※メンテナンス終了次第、ご利用いただけます。
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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
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

■特別文庫室所蔵資料（複製）紹介展示「江戸の華

〜天下祭と御城下の年中行事〜」

江戸時代は、庶民の暮らしや文化と結びついた年中行事が盛んに行われました。その中には、山王祭
や神田祭といった天下祭、両国の大花火など、現代まで受け継がれるものもあります。今回の展示では、
錦絵に描かれた江戸の御城下での年中行事などを、四季にあわせて紹介いたします。
期間：平成２６年９月１２日(金)から１０月１６日(木)まで
午前１０時から午後５時３０分まで
ただし、９月１９日（金）、１０月２日（木）は休館日
会場：東京都立中央図書館

企画展示室（４階）

■法律情報サービス講演会「成年後見と相続−元気に生きるための知恵−」
都立中央図書館では、成年後見制度に関する講演会を開催いたします。
成年後見制度の活用方法や具体的な手続き、成年後見人による財産管理等について、弁護士の先生にわ
かりやすくお話しいただきます。
日時：平成２６年１０月１１日（土）
午後２時から午後４時まで
会場：東京都立中央図書館

研修室（４階）

講師：亀井 時子弁護士（日本司法センター東京地方事務所副所長)
定員：８０名
参加費：無料
共催：日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）
申込方法：来館、電話又は都立図書館ホームページからお申し込みください。
詳しくは、都立図書館ホームページ「法律情報サービス講演会」をご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3970/default.aspx
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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３

多摩図書館イベント・企画展情報

■

「東京マガジンバンク」企画展示

「ユネスコ無形文化遺産『和食』の世界―雑誌が伝える食文化の伝統―」
平成２５年１２月、
「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
「和
食」は「料理」のみならず「自然の尊重という日本人の精神を体現した食に関する社会的習慣」である
と評価されました。暮らしを彩る日本の「食」の世界を東京マガジンバンクが所蔵する雑誌により紹介
します。
また、昭和初期の普段の食事の再現模型も展示します。
（協力：公益財団法人味の素食の文化センター）
関連企画として、１０月１２日（日）午前１０時から、東京都多摩教育センターホールで日本料理や
和菓子など「食」をテーマとする映画会を行います（申込不要・入場無料）。
期間：平成２６年９月５日（金）から１１月３日（月・祝）まで
午前９時３０分から午後７時まで（土日祝は午後５時まで）
＊休館日：１０月２日（木）、１９日（日）
会場：東京都立多摩図書館

■

展示エリア（入場無料）

「東京マガジンバンク」企画展示関連映画会「観る 聴く 感じる 日本の食文化」
上記展示にあわせ、日本料理や和菓子をテーマとする映画会を開催いたします。

日時：平成２６年１０月１２日（日）
午前１０時から午後４時２０分まで（開場：午前９時３０分）
会場：東京都多摩教育センター
定員：６００名（ホール座席数）

ホール（立川市錦町６−３−１）
＊申込不要

参加費：無料
内容：第一部（午前１０時から午前１１時３０分）
『日本料理ともてなしの心―湯木貞一の世界―』（カラー３４分）
『懐石

しつらう―食卓と日本人―』（カラー２８分）

『おばんざい歳時記―庶民の味覚と四季―』（カラー２７分）
第二部（午後１時から午後２時３０分）
『食は江戸―江戸前の料理と外食―』（カラー２９分）
『舶来の日本料理―食文化の翻訳術―』（カラー２９分）
上記５作品は「シリーズ日本の食文化（全５巻）」岩波映画
『和菓子』（カラー２６分）桜映画社

１９９６年

１９６５年

第三部（午後２時５０分から午後４時２０分）
『二郎は鮨の夢を見る』（ＤＶＤ

■

カラー８１分）監督：デヴィッド・ゲルブ

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。
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２０１１年

●定例映画会
「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
『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

１９８５年

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

『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

１９７９年

制作：東京都映画協会

９９４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
「日本の自然 山２ 富士山」 ４本立
日時：１０月５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）
『２０世紀の砦 富士山頂気象レーダー基地建設記録』 カラー３０分 制作：わがたプロ
『富士山頂』 モノクロ７２分 制作：東映
『我が町の富士山』 カラー１５分

制作：東京都映画協会

１９７６年

『中里の火の花祭』 カラー３０分

制作：東京都映画協会

１９９７年

「東京の歴史と文化１」 ６本立
日時：１０月１６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）
『江戸から東京へ』 モノクロ２４分 制作：東京都映画協会、東京都広報室
『明治は遠くなりにけり（美しい東京を１）』 モノクロ３６分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁
『東京 大江戸の春（町と歴史シリーズ１）』 カラー２９分
『首都東京

その歴史とひろがり』 カラー３０分

制作：英映画社

１９８０年

制作：共立 １９７８年

『江戸から東京へ

１部』 モノクロ１２分

制作：東京都映画協会、東京都広報室

『江戸から東京へ

２部』 モノクロ１２分

制作：東京都映画協会、東京都広報室

●ミニシアター
『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：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）
『赤い風船』、『白い馬』 ２本立
日時：１０月２６日（日）・１１月２７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）
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１

（上映作品）
『赤い風船』カラー３６分

制作：アルベール・ラモリス（仏） １９５６年

『白い馬』モノクロ４２分

制作：アルベール・ラモリス（仏）

■ 都立多摩図書館 バックヤードツアーのお知らせ
都立多摩図書館では、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】
日時：１０月２５日（土）午後２時から午後４時まで
問合せ先：都立多摩図書館

１０名程度

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/tama̲library/tabid/3590/Default.aspx
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
４

Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「ガソリンのいらないエコカー＜電気自動車・燃料電池車＞」
次世代のエコカーとして、ガソリンを一切使わず充電のみで動く電気自動車（ＥＶ）や、水素を動力
とする燃料電池車（ＦＣＶ）が、昨今注目を集めています。大手自動車メーカーによる発売、充電スタ
ンドや水素ステーションの設置拡大など、普及の動きも目立ちます。
自動車としての技術的な仕組みから、エコカー市場、今後の業界動向まで、さまざまな資料をご紹介
します。
※詳しくは都立図書館ホームページ

Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 をご覧ください。

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/news̲reference/tabid/3974/Default.aspx
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
５ 司書が選ぶ調べものに使える本
『東京都の気候』

東京管区気象台編

気象協会

１９５７

中央図書館請求記号：０９４５／Ｔ７２７／Ｔ３
明治、大正など過去のある日の東京の天気はどうだったか知りたい、という質問が図書館に寄せられること
があります。この資料は、昭和３０年までの東京の気候を調べるときに、最初に参照する本です。明治１４年
から昭和３０年までの東京の毎日の天気が掲載されています。また、平均気温、最高気温、平均湿度、降水量
などについても、明治９年から昭和３０年までの日ごとのデータ、月平均のデータが掲載されています。
気象の観測は、明治８年から、東京市赤坂区にあった東京管区気象台で行われていました（明治１５年に麹町
区に移転、現在に至る）
。このため、詳細なデータは、現在の港区（のちに千代田区）で観測されたもののみ
が記録されています。ほかには、都内３７ケ所の測候所（多摩部を含む）と、大島など島しょ部の測候所の月
平均観測データが掲載されています（日ごとのデータはありません）
。
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‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
６

オンラインデータベースひとこと紹介

ルーラル電子図書館

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
単にご紹介します。
■ルーラル電子図書館（農文協）
農文協が発行している雑誌や図書の、農業や食に関する記事を検索できるデータベースです。フリー
ワードでの全文検索はもちろん、作物や畜産物、
「食・くらし館」、
「調べ学習」等のテーマからも検索が
できます。また、用語集や収録作品一覧も表示されており、検索語が思いつかなくても、該当の項目を
クリックしていくだけでデータを探すことができます。
なお、都立図書館で利用できるオンラインデータベースサービスはこちらからご覧になれます。
http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/online̲db̲guide/tabid/376/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「『東京における女性・若者・シニアの雇用』の巻」です。
近年、少子高齢化が進み、労働力人口の減少が見込まれる中で、経済・社会に活力をもたらすため、女性
や高齢者等の多様な人材の活用が必要となっています。
東京都の生産年齢人口は平成２２年の８８５万人をピークに長期的に減少していく見込みであり、女性、
若年者、高齢者のさらなる活躍推進を課題としています。そこで東京都では、女性活躍推進事業や就業支
援、高齢者再就職支援、若年者緊急就職サポート事業や若者正社員チャレンジ事業などの雇用支援に積極
的に取り組んでいます。
今回は、女性、若年者、高齢者への雇用支援について、東京都の取組を中心に、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/edo̲tokyo/tokyo/closeup/tabid/3972/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/edo̲tokyo/tokyo/tokyo̲month/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。
この夏、小説を２冊読みました。
「瀬戸内の海賊」が出てくる話で、特に後半はドキドキハラハラしながら
一気に読み終え、海賊についてもっと知りたくなりました。巻末の参考文献から取り掛かってみようと思いま
す。
■

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
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