都立図書館通信 （Ｎｏ．８７）
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。
今年も残すところ半月となりました。今年も振り返るとうれしいこと、残念なこと、いろいろなこと
がありました。来年はどんな１年になるのでしょう。
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
■ 年末年始休館について
平成２６年１２月２９日（月）から平成２７年１月３日（土）まで
新年は１月４日より通常開館いたします。
なお、１２月２８日（日）は年内最終日のため、複写受付時間終了間際の混雑が予想されます。お早
目の御利用をお勧めします。
■ 蔵書検索サービス等の一時休止について

1

この度、図書館情報システムのメンテナンスに伴い、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１２月２０日（土）午前３時から午前５時頃まで
（２）平成２６年１２月２４日（水）午前５時から午前６時頃まで
（３）平成２６年１２月２９日（月）午前９時から１２月３１日（水）午後１１時頃まで
※いずれもメンテナンス等が終了次第、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。
■ 登録利用者ＩＤの有効期限確認をお願いします
登録利用者サービスにおける登録の有効期限は、登録の日から起算して１年間です。登録から１年
が経過した方は、有効期限の確認と有効期限の延長をお願いいたします。
有効期限の確認と延長は「利用者情報変更」 のページで行うことができます。
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/login.do?dispatch=/opac/user-update.do&ever
y=1
※有効期限の延長は、
「ログイン ID 有効期限」の「延長する」にチェックを入れ、変更ボタンを押し
てください。変更日から起算して１年間延長されます。
※パスワードの有効期限が切れている場合は、パスワード変更の画面が表示されます。パスワードを
変更後、有効期限の延長を行ってください。
※有効期限の更新は、随時行うことができます。
※平成２５年１２月までに登録いただいた方の更新期限は、平成２７年３月末までです。
※メールマガジンの登録と登録利用者サービスへの登録は異なります。
-------------------------------２ 中央図書館イベント・企画展情報
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■ 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。
日時：開催中～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：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

-------------------------------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」開催中
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ています。
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
等を雑誌を通して紹介しています。
開催期間 開催中～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４ 東京の近代洋風建築」 ４本立
日時：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）
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『東京の近代洋風建築

(１)揺籃から自立まで』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

(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

(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 １９８６年
『東京の近代洋風建築
都映画協会 １９８７年
『東京の近代洋風建築
都映画協会 １９８８年
「東京の歴史と文化５」
日時：１月１０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）
（上映作品）
『代官 弥十郎の栄光と悲哀』カラー１０３分 制作：世田谷を記録する会 １９８１年
「東京の歴史と文化６」 ３本立
日時：１月１５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）
『さぎ草と城跡』カラー１５分 制作：東京都映画協会 １９７５年
『太子堂物語 近代編』カラー５７分 制作：世田谷を記録する会 １９８４年
『街に歴史あり 世田谷区三軒茶屋』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁
●ミニシアター
『高瀬舟』カラー４５分
日時：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、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。ツアーは、普段は入る
ことのできない書庫で、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：１月１７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。
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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 「服飾から見る中国」
都立図書館のホームページのコラム「～こんな本あります～アリスの本の森」を更新しました。中央
図書館の地下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、蔵書からおすすめ本を紹介して
います。
最新号のテーマは「服飾から見る中国」です。広大な土地に 50 以上の民族が生活する中国。中国の人々
は、悠久の歴史の中、多様で豊かな文化を育んできました。人々の生活や考え方が反映される服装、装
飾品はそんな文化の象徴ともいえるでしょう。
今回ご紹介するのは、中国語で書かれた本ですが、中国語が読めなくても見て楽しい、中国の服飾に
ついての図書をご紹介します。
『中國傳統銀飾 : 長命鎖』王金华著 湖南美术出版社 ２０１３年刊
『中國龍袍』黄能馥, 陈娟娟著 紫禁城出版社 ２００６年刊
『阅读织物上的历史:中华嫁衣文化调查』屈雅君, 马聪敏等著 陕西师范大学出版总社 ２０１０年刊
『服饰中华 : 中华服饰七千年第１～４卷』黄能福, 陈娟娟, 黄钢编著 清华大学出版社 ２０１１年刊
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=1011
--------------------------------５ 司書が選ぶ調べものに使える本
■『楽しい世界の国旗本』国旗楽会著 笠倉出版社

２０１０年刊

都立中央図書館請求記号： ２８８．９／５０２４／２０１０
資料コード：５０１７９４４６６２
世界１９５か国をアジア、南アメリカなど 7 の地域に分け、その中を国名の５０音順に配列し、漢字
表記、国旗、国名の由来を記した資料です。人口、通貨、言語等の基本データや主な特産物等も記載さ
れています。巻末に５０音順のＩＮＤＥＸがあります。
２０１６年リオデジャネイロオリンピックが開催されるブラジルについては、漢字表記「伯剌西爾」と
あり、
「中央の天体は王政から共和制に移行した１８８９年１１月１５日のリオデジャネイロの夜空。」
と国旗の由来が記され、国名の由来は「赤い染料が取れる「ブラジルウッド」の林があったことから名
付けられた。
」と記載があります。国旗、国名の由来から、その国の歴史や伝統、文化等を伺い知ること
ができます。巻末に「国別ランキング」として、「冬季オリンピック国別メダル獲得数」
「夏季オリンピ
ック国別メダル獲得数」
「ＦＩＦＡワールドカップ歴代順位」が載っています。テレビでスポーツやニュ
ースを見る時など、側にあると便利な資料です。

5

-----------------------------６ オンラインデータベースひとこと紹介
■東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー（東洋経済新報社）
東洋経済新報社から発行されている主な雑誌（
『週刊東洋経済』
、『会社四季報』
）等の記事を検索し、記
事全文をＰＤＦ、またはテキスト形式で直接見ることができるデータベースです。
個別の会社の情報を知りたいときは「会社検索」
、雑誌記事の中から知りたいトピックスを見つけるとき
は「雑誌検索」
、収録刊行物を特定してより詳細に調べたいときは「媒体別検索」と、知りたい情報に応
じて検索方法を使い分けて調べることができます。
また、就活企業サーチも提供しており、会社研究にも役立てることができます。
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/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「『東京都の自然環境保全』の巻」です。
東京都は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、保全地域を指定することにより、
丘陵地や武蔵野台地に残る雑木林、崖線に残る緑地や湧水、史跡と一体になった緑地、丘陵地の里山、山
地の森林などの貴重な自然地の保護と回復を図っています。
平成２６年１１月、「連光寺・若葉台里山保全地域」が５０番目の保全地域として指定されました。「連
光寺・若葉台里山保全地域」は、田んぼの跡地や畑、草地、雑木林などの多様な環境に恵まれており、国
内でも極めて希少な陸産貝類をはじめ、多様な動植物が生息・生育する貴重な場所です。
今回は、東京都の自然環境保全に関する資料・情報をご紹介します。
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/closeup/tabid/4000/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
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＜＜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。今年最後の発行となりました。
１年間ありがとうございました。少し早いですがよい年をお迎えください。
現在、都立中央図書館で開催中の企画展示「図書館から広がる世界」では、図書館の近くにある大使
館にご協力いただき、本だけでなく美術品や衣装なども展示しています。先日は某国の大使館の方がお
越しになりました。展示は１月１８日までです。ぜひ御覧ください。
また、都立多摩図書館では、
「雑誌に見る東京駅１００年

新幹線５０年」の展示も好評開催中です。

Ｆａｃｅｂｏｏｋでもご案内していますが、ぜひ現物を見にいらしてください。
■ 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１２月１５日発行
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