都立図書館通信 （Ｎｏ．８８）
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。
２０１５年最初のメールマガジンです。今年も様々な情報をお届けしてまいります。
どうぞお付き合いください。
＜＜
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-------------------------------１ 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７回定例会を開催します。
日時：１月２６日（月）午後３時３０分から午後５時まで
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３時１５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」をご覧ください。
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
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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）１月２７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、ご利用になれます。
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
■中央図書館企画展示「東京の都市計画―魅力ある世界都市を目指して―」を開催します。
東京都は２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催に向けて、さらなる都市の基盤整備を進めて
います。関東大震災や第二次世界大戦などいくつもの惨禍を乗り越えて、東京はその度に再生、発展して
きました。本展示では、その基礎となった都市計画（まちづくり）や今後の計画などについて、当館所蔵
の図書、地図、写真などの資料で紹介します。
日時：１月２４日（土）から３月２２日（日）まで
（休館日 ２月５日（木）、１５日（日）、３月５日（木）、２０日（金））
会場：中央図書館 ４階 企画展示室（入場無料）
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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1034

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

「創刊号に見る明治・大正の時代―文芸誌を中心に―」開催中

都立多摩図書館所蔵の雑誌創刊号の中から、明治・大正時代に創刊された文芸誌の変遷と創刊号コレ
クションを展示しています。
前期（明治期）は西洋の思想や文化の流入によって変わっていく雑誌の姿を、後期（大正期）は大正
デモクラシーの影響を受け、多様化した雑誌の姿を紹介します。
時代を色濃く映した雑誌創刊号を通して、明治から大正への時代の移り変わりをご覧ください。
また、公益財団法人大宅壮一文庫のご協力により、同文庫所蔵の貴重な創刊号も展示しています。
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開催期間 前期 ３月４日(水)まで
後期

※前期、後期で展示替え

３月６日(金)から５月６日(水)まで

＊休館日 ２月５日(木)、２月１５日(日)、３月５日(木)、４月２日(木)、４月１９日(日)
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 企画：世田谷区教育委員会

制作：世田谷を記録する会（１９

８４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

「東京の歴史と文化７」 ４本立
日時：２月１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）
『新宿わが町 近代のあゆみ』カラー３２分 制作：東映（１９８３年）
『新宿（新東京地図４）
』モノクロ３０分
『新宿牛込今は昔

制作：ＮＥＴ、東京都教育庁

文化財に見る町の歴史』カラー３２分 制作：東映（１９８１年）

『昭和１５年・牛込 そして今』パートカラー３０分

制作：
「昭和１５年・牛込―そして今」製作委員

会（１９８１年）
「東京の歴史と文化８」 ３本立
日時：２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）
『新宿四谷今は昔

文化財にしのぶ江戸の姿』カラー３１分

『新宿淀橋今は昔

文化財に見る郷土のうつり変わり』カラー３１分 制作：東映（１９８２年）

『池袋（新東京地図 3）
』モノクロ３０分

制作：東映（１９８０年）

制作：ＮＥＴ、東京都教育庁

●特別映画会
「追悼 高倉健」
日時：１月２３日（金）
・２４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）
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『鉄道員（ぽっぽや）』カラー１１２分 制作：
「鉄道員」製作委員会（１９９９年）
監督：降旗康男

脚色：岩間芳樹、降旗康男 原作：浅田次郎

出演：高倉健、小林稔侍、大竹しのぶ、広末涼子 ほか
●ミニシアター
『高瀬舟』カラー４５分 制作：ケイ・アンド・エス（１９８８年）
日時：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

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
『イタズ 熊』カラー１１７分 制作：こぶしプロダクション（１９８７年）
日時：２月２２日（日）・３月２６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：後藤俊夫

出演：田村高廣、桜田淳子 ほか

-------------------------------４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉
■「雪と氷の神秘」
雪と氷は時に神秘的で美しい姿を人々の前に見せてくれます。無数の形を持った六角形の結晶、降り
積もる雪によって白く染められた雪景色といった自然的なものから、雪像や氷彫刻など、人の手によっ
て作り出されたものまで、その形は様々です。
雪と氷の美しさを、写真の題材や研究テーマとして取り上げた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/4003/Default.aspx

--------------------------------５ 司書が選ぶ調べものに使える本
■『日本史雑学大辞典』 阿部猛著 同成社 ２０１３．７
都立中央図書館請求記号：Ｒ／２１０．０３／５０８３／２０１３
永年にわたって「ことば」にこだわり、その起源や意味を調べた著者が、普段何気なく使っている「こ
とば」を中心に解説しています。
「あんパン」や「今川焼」があるかと思えば、
「自動車」や「自動販売機」も載っています。いまや知
らない人も増えている「火鉢」の説明もあります。
書名に雑学とあるように、話の種として読んでもおもしろい本です。

-------------------------------６ オンラインデータベースひとこと紹介
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になれます。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
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ご紹介します。
■官報情報検索サービス（独立行政法人国立印刷局）
昭和２２年（１９４７）５月３日から当日までに発行された官報の全文が検索・閲覧できるデータベ
ースです。本紙、号外、特別号外、政府調達公告版、資料版、目録が対象となっています。検索方法は
４通り、１）発行日検索、２）掲載日とキーワードによる簡易指定検索、３）官報の種類と号数、掲載
項目による詳細指定検索、４）記事種別と対象年、省庁名と号数による法令等号数検索です。記事はテ
キストまたはイメージで表示されます。
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「『東京の食育を考える』の巻」です。
東京都では、平成１８年９月に、食育推進の基本的な考え方と具体的な施策の展開を示した「東京都
食育推進計画」を策定し、平成２３年７月に、平成２７年度までの５年間の指標を策定しています。食
育に関する施策の一環として、これまで、地産地消給食導入支援や子どもたちが行う農業などの生産体
験学習の推進が行われてきました。また、食育に果たす給食の役割が注目されており、家庭、地域、学
校が一体となって給食を充実させる取組が行われています。
最近では「和食」や地産地消、食の安全などへの関心の高まりから、「食」に対する認識が変化して
きています。東京都では、今後の食育推進施策の参考とするために「食生活と食育に関する世論調査」
を実施し、その結果を公表しました。
今回は、食育に関する施策や取組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をご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/4005/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。
平成も四半世紀を越え、昭和時代ははるか昔のことのようですが、今年の夏には７０回目の終戦記念
日を迎えます。
「疎開した４０万冊の図書」
（金高健二著 幻戯書房刊）は、昭和２０年（１９４５年）の都立日比谷
図書館による民間貴重資料の買い上げと多摩方面への疎開について書かれた本です。その中には空襲に
遭って日比谷図書館が焼失した話も出てきます。２０万冊の蔵書が一夜にして灰になりました。
それから７０年、都立中央図書館が開館してからでもすでに４０年が経過しました。あらためて平和
について考えながら、過ごしたいものです。
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■ 都立図書館 【メルマガ会員の輪をひろげよう！】
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２７年１月１５日発行
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