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都立図書館通信 （Ｎｏ．８６）携帯版 
 
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。 
立冬を過ぎ、公園の木々の色づきが目立ち始めました。図書館入口の脇にある大きな銀杏の葉も

日に日に緑色が薄れていくように感じられます。 
暖かい鍋物やおでんが恋しい季節となりました。朝昼の気温差に風邪をひいている人も見受けら

れます。うがい・マスク等で予防したいですね 
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 ＞＞ 
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■「東京マガジンバンク」企画展示 東京オリンピック５０周年記念事業 

「雑誌に見る東京駅１００周年 新幹線５０周年」のお知らせ 

■「東京マガジンバンク」企画展示関連講演会 東京オリンピック５０周年記念事業 
「地図で読む新幹線 ―東海道新幹線開業５０周年―」開催のお知らせ 

■東京都立多摩図書館 映画会のお知らせ 

●定例映画会 

●ミニシアター 
４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

■ 「ゴジラ生誕６０周年！」 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本  

■『都立学校沿革』 東京都教育委員会 １９９０．１  

６ オンラインデータベースひとこと紹介   
■Ｔｈｅ Ｓａｎｋｅｉ Ａｒｃｈｉｖｅｓ（産経新聞社） 

７ 都市・東京情報 
■クローズアップ都市・東京情報 
■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
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いいたします。 

 

 １ サービス休止予定時刻 

 （１）平成２６年１１月２５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 

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  
■ 東京都立中央図書館企画展示 
「図書館から広がる世界 ～所蔵資料でめぐる世界と日本の文化～」 
 
 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、諸外国との相互理解がますま

す重要となっています。港区にある都立中央図書館は、周辺に多数の駐日大使館・領事館が所在し

ます。本企画展示では、この立地条件と都立図書館の豊富な資料を活かして、諸外国の文化や、世

界と日本の文化の魅力をご紹介します。 
 
開催期間：平成２６年１１月２２日（土）から平成２７年１月１８日（日）まで  

午前１０時から午後５時３０分まで 
（休館日 平成２６年１２月４日（木）・１９日（金）・２９日（月）～３１日（水）、 
     平成２７年 1 月１日（木）～３日（土）・８日（木）・１６日（金）） 
会場：都立中央図書館 ４階 企画展示室（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/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1001 

 
■ 平成２６年度 健康・医療情報公開講座 
「地球の自転に合わせた食生活と健康づくりのコツ」を開催します。 
地球の自転に合わせ、この星で効率よく生きていくための工夫について、肥満の行動修正療法がご

専門の蒲池桂子氏（女子栄養大学教授）にお話しいただきます。 
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日時：平成２６年１１月３０日（日）午後２時から午後４時まで 
会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階） 
 
詳しい内容、申込み方法等についてはホームページをご覧ください。 
https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3991/Default.aspx 

 
■ 平成２６年度 ビジネス講演会 
「成熟した東京の新産業化－ハイテク化と新たな生活様式に対応－」を開催します。 
成熟都市といわれる東京の産業や新技術、新しいものづくりの在り方などについて、地域産業論を

ご専門とする関満博氏（明星大学教授）にお話しいただきます。 
日時：平成２６年１２月１日（月） 午後７時から午後９時まで 
会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階） 
 
詳しい内容、申込み方法等についてはホームページをご覧ください。 
https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3985/Default.aspx 

 

 

-------------------------------- 

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 東京オリンピック５０周年記念事業 

「雑誌に見る東京駅１００周年 新幹線５０周年」のお知らせ 

 １９１４（大正３）年１２月に東京駅が開業してから１００年、１９６４（昭和３９）年１０月

に東京オリンピックの開催とともに新幹線が誕生して５０年を迎えた今年、「東京マガジンバンク」

では、「東京駅」と「新幹線」をテーマに企画展示を実施します。 

それぞれの歴史、技術やデザインの変遷、東京駅周辺の街づくり、新幹線の海外や在来線に与え

た影響等について雑誌を通して紹介します。 

開催期間：平成２６年１１月１４日（金）から平成２７年１月７日（水）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 １２月４日（木）、２１日（日）、２９日（月）～１月３日（土） 

場所：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」企画展示関連講演会 東京オリンピック５０周年記念事業 
「地図で読む新幹線 ―東海道新幹線開業５０周年―」開催のお知らせ 
開業５０周年を迎えた東海道新幹線をテーマに、地図の専門家で鉄道にも詳しい今尾恵介さんを

講師にお迎えし、講演会を開催します。新幹線の車窓から見える風景や地形等、今尾さんの近著に

関連した話題も含めてお話いただきます。 
 

日時：平成２６年１２月７日（日） 午後２時から午後４時まで 
会場：東京都多摩教育センター ホール 
講師：今尾恵介氏（地図研究家） 
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定員：２００名（申込み順） 
参加費：無料 
申込方法：以下のいずれかの方法でお申し込みください。 
（１）ホームページ こちらからお申込ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/3994/Default.aspx 

（２）電話 ０４２－５２４－７１８６ 
（３）来館 都立多摩図書館カウンター 
 

■ 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 

「東京の歴史と文化３ 多摩の古代２」 ５本立 

日時：平成２６年１１月２０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） 

『多摩の古代遺跡』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

『丘陵の中の歴史 多摩ニュータウンの遺跡と遺物』カラー３４分 制作：東京シネ・ビデオ １

９８６年 

『歴史を掘る市民たち 多摩湖底の遺跡調査』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７５年 

『未来を掘る 椚田遺跡群』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７５年 

『武蔵野開発第一号』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

 

『二十四の瞳』モノクロ１５２分 

日時：平成２６年１２月６日（土） 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） 
 監督・脚色：木下惠介 制作：松竹 １９５４年 原作：壷井榮 

 出演：高峰秀子、天本英世、笠智衆、浦辺粂子、清川虹子、浪花千栄子、田村高廣 ほか 

 

「東京の歴史と文化４ 東京の近代洋風建築」 ４本立 

日時：平成２６年１２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） 

『東京の近代洋風建築 （１）揺藍から自立まで』カラー２７分 企画：東京都教育庁文化課 制

作：東京都映画協会 １９８５年 

『東京の近代洋風建築 （２）革新から成熟へ』カラー２９分 企画：東京都教育庁文化課 制作：

東京都映画協会 １９８６年 

『東京の近代洋風建築 （３）混迷から復興へ』カラー２７分 企画：東京都教育庁文化課 制作：

東京都映画協会 １９８７年 
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『東京の近代洋風建築 （４）その歴史と保存』カラー２９分 企画：東京都教育庁文化課 制作：

東京都映画協会 １９８８年 

 

●ミニシアター 
「アルベール・ラモリス特集」 ２本立 
日時：平成２６年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） 
（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４０分 制作：アルベール・ラモリス（仏） １９５２年 
 
『高瀬舟』カラー４５分 
日時：平成２６年１２月２０日（土）・１月２９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） 
 監督：工藤榮一 脚本：松山善三 制作：ケイ・アンド・エス １９８８年 原作：森鴎外 

 出演：前田吟、岡田吉弘 ほか ナレーション：市原悦子 

 
■ 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】 

日時：１２月６日（土）午後２時～午後４時 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 Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

■ 「ゴジラ生誕６０周年！」 

映画「ゴジラ」が１９５４年１１月３日に公開されてから、今年で６０周年を迎えます。今年は

ハリウッド版「ＧＯＤＺＩＬＬＡ ゴジラ」が公開され、全世界で大きな話題を呼びました。 

ゴジラは特撮映画史における金字塔として、還暦を迎えてもなお、国や世代を超えて愛されてい

ます。今回のＰｉｃｋ ｕｐ 情報の泉では、歴代『ゴジラ』作品の解説や、スタッフによる制作秘

話など、ゴジラに関する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/news_reference/tabid/3998/Default.aspx 
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--------------------------------- 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 

『都立学校沿革』 東京都教育委員会 １９９０．１  

都立中央図書館請求記号：Ｔ/０・３７０/４９/Ｇ９０Ａ 
都立高校の歴史を調べるときに、とても役に立つ本です。索引編、沿革編、資料編に分かれていま

す。索引編では、旧学校名、旧制中学校名から現在の学校名を引くことができます。沿革編では、

学校ごとに明治・大正の創設時に遡って、校名の変遷・移転などの沿革を簡潔に記し、校章と校章

の由来も併せて紹介しています。資料編には、「教育法規の変遷一覧」、「学校系統図」、「用語解説」

などが掲載されていますが、この中で、「学校系統図」は学制（尋常小学校 → 高等小学校 → 中学

校などの学校制度のこと）をわかりやすい図で表現しています。残念ながら、平成２年に刊行され

て以来、改訂版は出されていないので、最新のデータについては、各校のホームページなどを併せ

て調査することになります。 

 

 
-------------------------------- 

６ オンラインデータベースひとこと紹介   
■Ｔｈｅ Ｓａｎｋｅｉ Ａｒｃｈｉｖｅｓ（産経新聞社） 

 「Ｔｈｅ Ｓａｎｋｅｉ Ａｒｃｈｉｖｅｓ」は、東京本社発行の産経新聞１９９２年９月７日以

降と、大阪本社発行の１９９８年１２月１５日以降、地方版は東京都内版、大阪府下版の記事のキ

ーワード検索と本文の閲覧ができるデータベースです。 

クイック検索では「１面」「国際」「スポーツ」などのカテゴリのほか、「産経抄」「主張」といっ

たコラムにしぼった検索もできます。連載検索では「スポーツ面」の「プレミアリーグ」など、連

載名の一覧から選択して検索することができます。是非ご利用ください。 

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/online_db_guide/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「『団地再生』の巻」です。 
高度成長期に大都市近郊に建設された大規模な住宅団地は、住宅の老朽化や住民の高齢化、それに

伴う空き家の増大や高齢者の孤立などが大きな社会問題となっています。 
東京都では、「東京都長期ビジョン（仮称）中間報告」や、「多摩ニュータウン等大規模住宅団地

再生ガイドライン」において、地元自治体の団地再生に向けた取組を促進することを目標としていま

す。 
今回は、団地再生と、団地の歴史について調べる場合に、参考になる資料をご紹介します。 
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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/3997/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＞＞ 
今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 
都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒのフォロワーさんの数が、１０月ひと月で１００人増えました。 
ありがとうございます。 
図書館からのお知らせをまとめて見られるメールマガジン、日々のニュースをタイムリーにおとどけ

できるＴｗｉｔｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋ、それぞれの良さを生かしてこれからも都立図書館情報を皆

様にお届けします。これからもどうぞよろしくお願いいたしします。 
 

 
■ 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 平成２６年１１月１５日発行 


