都立図書館通信 （Ｎｏ．９１）
みなさま、こんにちは。
４月も半ばを過ぎ、新しい環境の中でお過ごしの皆様も少し落ち着かれた頃でしょうか。
有栖川宮記念公園の桜は今年もきれいに咲いて、多くの人を楽しませてくれました。
今は、図書館入り口前のイチョウの若葉の日々の成長が観察できます。小さくてもきちんとイチ
ョウの葉の形をしていてかわいらしいです。
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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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、都立図書館の図書館情報システムのメンテナンス作業及び電気設備安全点検に伴い、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２７年４月１８日（土）午後６時から平成２７年４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。
（２）サービス休止内容
ア 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。
イ 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。
ウ 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

■トピック展示「高校生の皆さん、読書と書評合戦を応援します！」開催中
書評合戦の解説や話し方に関する本、昨年実施された「高校生書評合戦首都大会２０１４」で紹
介された本など、高校生の皆様へのおすすめ本を紹介し、ソファでゆっくり読んでいただけるスペ
ースを設けています。皆様のご来場をお待ちしています。
期間

５月２８日（木）まで
午前１０時から午後５時３０分まで
ただし、４月１９日（日）
、５月７日（木）
、５月１５日（金）は休館

場所

都立中央図書館 企画展示室（４階）

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/reference/bibliobattle/tabid/3777/Default.aspx
■アメリカ情報コーナーができました！
５階閲覧室に、アメリカ情報コーナーができました。このコーナーでは、米国大使館・アメリカ
ンセンターＪａｐａｎから提供された、アメリカに関する様々な資料をご利用いただけます。トピ
ックは、国際関係、政治経済、米国社会、グローバル問題など、多岐にわたります。すべての英文
資料は、米国国務省が海外向けに作成したもので、平易な英語で書かれています。翻訳版は米国大
使館・アメリカンセンターＪａｐａｎが作成しています。資料はご自由にお持ち帰りいただけます。
どうぞご活用ください。
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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1092
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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「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。
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。
期間 ５月６日（水）まで
ただし、４月１９日（日）は休館
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
「多摩川 源流からの旅 ２」

８本立

日時

４月２３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）
『多摩川第１部』モノクロ１０分 制作：東京都映画協会、東京都広報室
『多摩川第２部』モノクロ１０分 制作：東京都映画協会、東京都広報室
『多摩川の源流を訪ねる』カラー１４分 制作：東京都映画協会（１９７４年）
『山のふれあい 奥多摩 （１，０００万人の話題）
』カラー５分 制作：東京都映画協会（１９９２
年）
『緑のダム 水源林を訪ねて』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９８４年）
『多摩川のささやき (１，０００万人の話題)』カラー５分

制作：東京都映画協会（１９９２年）

『多摩川、その水清ければ』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８１年）
『森ある星のおとぎ話し 東京の水源林 （１，０００万人の話題）
』カラー５分 制作：東京都映画
協会（１９９４年）
「多摩川 源流からの旅 ３」

６本立

日時

５月２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）
『多摩川をさかのぼる』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ
『イワナを追って』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８２年）
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『初夏！山里をたずねて 南秋川・檜原 (１，０００万人の話題)』カラー５分 制作：東京都映画
協会（１９９１年）
『秋川谷・和紙の里探訪 （１，０００万人の話題）
』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９
８７年）
『初夏・鮎の里・川紀行』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８０年）
『わが町の川・野川』カラー１５分
「和紙 １」

制作：東京都映画協会（１９７９年）

５本立

日時

５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）
『紙・限りなくヒトに近く』カラー２５分 制作：読売映画社（１９８５年）
『手漉和紙』カラー３０分

制作：日経映画社

『秋川谷・和紙の里探訪 （１，０００万人の話題）
』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９
８７年）
『軍道紙』カラー１４分 制作：東京都映画協会、東京都教育庁
『水引工芸』カラー２６分

制作：ＮＥＴ

-------------------------------４ ～こんな本あります～アリスの本の森
■「四度目の春」
東日本大震災から四度目の春を迎えました。
都立図書館蔵書検索システムで“東日本大震災”をキーワードに件名検索（※）すると、１，２５４件
がヒットします（２０１５年３月１１日現在）
。多くの人が東日本大震災について考え、この四年間でた
くさんの書籍が出版されたことがわかります。
今回はその中から、７冊を選んでご紹介してみました。四年を経た今だからこそ、当たり前の日々を
当たり前に過ごせることの意味について、もう一度考えてみませんか。
※件名検索・・・図書館では、タイトルに“東日本大震災”という言葉が含まれていなくても、その本
のテーマが東日本大震災であれば“東日本大震災”という件名データを登録して検索を容易にする工夫
をしています。
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=1081

--------------------------------５ 司書が選ぶ調べものに使える本

■『文展・帝展・新文展・日展全出品目録 明治４０年－昭和３２年』日展
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１９９０年３月（日

展史資料１）
■『文展・帝展・新文展・日展出品歴索引 明治４０年－昭和３２年』日展

１９９０年３月（日

展史資料２）
都立中央図書館請求記号：Ｄ／７０３８／３００２／１、ＤＲ／７０３８／３００２／２
文展（文部省美術展覧会）、帝展（帝国美術院美術展覧会）など、日展（日本美術展覧会）へとつ
ながる美術展覧会の出品目録とその索引です。
明治４０（１９０７）年に開催された第１回文展から、昭和３２（１９５７）年の第１３回日展
までを収録しています。
それぞれの展覧会ごとに、日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書などの部門別に収録され、更に作
家の五十音順に出品作品名が掲載されています。索引は、部門別に作家名が五十音順で配列され、
作家が出品した展覧会名と回次が調べられます。
作家名とその読み、出品歴や受賞歴などがわかり、他の事典類には掲載されていない作家につい
ても手掛かりを得ることができる、頼りになる２冊です。

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

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、
順次簡単にご紹介します。
■Ｍｐａｃ（富士グローバルネットワーク）
「Ｍｐａｃ」は市場動向、コンビニ・ドラッグストアＰＯＳ情報、消費者アンケート、家計調査
を横断検索できるマーケティング情報のデータベースです。富士経済グループの各種調査レポート
をもとにした市場動向等を知ることができます。
例えば、市場調査データでは、約１，５００品目の市場規模、将来予測、メーカーシェアを見るこ
とができます。調査年と、「加工食品」「外食サービス」などの分野で絞り込むことができ、さらに
並び順を、市場規模や前年比パーセント、将来予測金額の大小順に変更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
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情報をご紹介しています。
最新号は「
『築地市場移転と東京の市場』の巻」です。
築地市場は、平成１３年１２月の「東京都卸売市場整備計画（第７次）
」において、豊洲地区へ移
転することが決定しました。現在、平成２８年１１月上旬の開場を目指して整備を進めています。
東京には、築地市場の他に１０の中央卸売市場があり、野菜・魚介類・食肉などの生鮮食料品や
花きを取り扱う流通拠点となっています。
今回は、築地市場、豊洲新市場を中心に、東京の中央卸売市場について、関連資料情報をご紹介
します。東京の市場の魅力を体験しに出かけてみませんか？
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/4029/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。
先日、都立多摩図書館の移転時期（予定）が公表されました。現在、国分寺市泉町二丁目で建設工事
中です。工事中の様子は、都立図書館ホームページ等でお伝えする予定です。どうぞお楽しみに。
■ 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２７年４月１５日発行
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