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都立図書館通信 （Ｎｏ．９５） 
 

みなさま、こんにちは。 
残暑お見舞い申し上げます。「暑い」も言い飽きた感がありますが、まだまだ暑さは続きそうです。

３７度台と、人の微熱並みの気温のところもあるようで、涼しく過ごすためには、着るもの等もい

ろいろ工夫が必要ですね。水分・塩分補給もお忘れなく 
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 ＞＞ 
１ お知らせ 
■ 多摩図書館児童エリア及び青少年エリアの閲覧休止（９／１５～１０／２）等について 
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「東京に集う聖火－１９６４年東京オリンピック聖火リレーをた

どる－」開催中 
■ 平成２７年度 就職活動セミナー「自分にピッタリの企業を探そう！」 
３ 多摩図書館イベント・企画展情報  
■ 「東京マガジンバンク」常設展示 

「創刊号に見る昭和の時代 その二 文芸雑誌」開催中 

■ 多摩図書館 映画会のお知らせ 
４ ～こんな本あります～アリスの本の森  

■ 「明治時代の日本旅行記」 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本  

■『民俗風俗図版レファレンス事典 祭礼・年中行事篇』 

６ オンラインデータベースひとこと紹介 
■ ダイヤモンドＤ－Ｖｉｓｉｏｎ Ｎｅｔ（ダイヤモンド社） 

７ 都市・東京情報 
■ クローズアップ都市・東京情報「『東京の温泉』の巻」 
■ 東京情報月報 
 
-------------------------------- 

１ お知らせ 
■ 都立多摩図書館児童エリア及び青少年エリアの閲覧休止等について 

都立多摩図書館では平成２７年９月１５日（火）から１０月２日（金）まで、児童エリア及び青

少年エリアにおいて平成２８年度の図書館移転に向けた準備作業を行います。新図書館で本をどの

場所に配置するか、１冊ずつ確定させていく作業です。この作業に伴い、以下のとおりサービスを

休止します。 
・児童エリア及び青少年エリアの閉鎖 
・児童図書（和図書）、青少年図書及び児童研究書の書庫からの出納休止 
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・児童青少年サービスに関するレファレンスの休止 
・都立中央図書館への児童図書（和図書）、青少年図書及び児童研究書の貸出休止 
・区市町村立図書館への児童図書（和図書）、青少年図書及び児童研究書の協力貸出の休止（８月１

７日（月）から１０月２日（金）まで） 
 ※期間中、上記以外のサービスは実施し、通常どおり開館します。 

皆様には大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 
 
 
-------------------------------- 

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「東京に集う聖火－１９６４年東京オリンピック聖火リレーをた

どる－」開催中 

１９６４年東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーに焦点をあて、聖火にまつわるエピ

ソードや、当時のにぎわいのほか、聖火が駆け抜けた地域の名所や歴史・文化などを、所蔵する図

書館資料や当時の写真等で紹介しています。（８月７日に一部展示替えを行いました。） 
１９６４年東京オリンピックの聖火が沖縄に到着してから４つのコースに分かれて全ての都道府

県をめぐった後、国立競技場を目指したことなどを楽しく解説しています。会場では、自由研究に

も役立つクイズを行うほか、ご来場記念として特製チケットホルダーをプレゼントしています。 
 
日時：８月３１日（月）まで 午前１０時～午後５時３０分 
（休館日 ８月２１日（金）） 
会場：都立中央図書館 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ご覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1134 
 
■ 平成２７年度 就職活動セミナー「自分にピッタリの企業を探そう！」 

 都立中央図書館の「ビジネス情報コーナー」の資料を使いながら、就職活動における会社情報の

探し方や、その活用方法について、具体的にご説明いたします。 
 是非この機会に図書館の資料を使いこなすコツをつかんで、就職活動にお役立てください。 
日時：８月２２日（土） 午後２時～午後４時３０分 
会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階） 
講師：小原 伯夫（おばら のりお）氏（中小企業診断士・社会保険労務士） 
対象：概ね４０歳代前半までの方 
定員：８０名（先着順） 
参加費：無料 
申込み：電話、来館、都立図書館ホームページ 
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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。 
https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4069/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」常設展示「創刊号に見る昭和の時代 その二 文芸雑誌」開催中 

都立多摩図書館では、６，０００誌をこえる雑誌の創刊号を所蔵しています。今年度はこのコレクシ

ョンの中から昭和に創刊された雑誌をテーマごとに選び、全６回シリーズで展示します。 
第２回のテーマは「文芸雑誌」です。都立多摩図書館に所蔵している文芸雑誌の創刊号をお見せいたし

ます。小説、詩、俳句、短歌、随筆、評論及び児童文学のジャンルごとに展示しています。 
文芸雑誌は同人誌から始まった雑誌が多く、有名作家の若かりし頃の作品を見ることができます。 
また、今回は７月２３日の「文（ふみ）の日」にちなんで、創刊号の中の作家の手紙を展示しました。

是非、ご覧ください。 
 
開催期間 ９月２日（水）まで 
場  所 都立多摩図書館 展示エリア（入場無料） 
 
■ 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 
「多摩の昭和散歩 ４ 武蔵野・小金井」 ４本立 
日時：８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） 
『ジョージと呼ばれて５年…今、吉祥寺は！？』カラー３０分 制作：テレビ朝日（１９８１年） 
『ミス東京の都内散歩』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８３年） 
『桜の花咲く街にお囃子は流れて』モノクロ３０分 制作：テレビ朝日（１９７７年） 
『わが町をふるさとに』カラー１０分 制作：東京都映画協会（１９８２年） 
 
「多摩の昭和散歩 ５ 多摩・町田」 ４本立 
日時：９月６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） 
『多摩の四季とくらし』カラー５５分 制作：東京シネ・ビデオ（１９８５年） 
『ただいま９４，３２５人 １０年目の多摩ニュータウン』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１

９８１年） 
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『活況 都境の市はいま 原町田商店街（わがまち東京）』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９

８１年） 
『鎌倉武士が駈けた道 町田市・鎌倉古道を往く』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７９年） 
 
「多摩の昭和散歩 ６ 東大和・立川・日野・昭島・福生・羽村」 ９本立 
日時：９月１７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） 
『青梅街道』モノクロ１巻（約１０分） 制作：東京都映画協会、東京都広報室 
『１９７２年冬青梅街道は』モノクロ１６分 制作：東京都映画協会（１９７１年） 
『甲州街道』モノクロ１巻（約１０分） 制作：東京都映画協会、東京都広報室 
『松明とうどん 立川市砂川町中里 （わがまち東京）』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８

２年） 
『日野市誕生』モノクロ１巻（約１０分） 制作：東京都映画協会、東京都広報室 
『午前０時俺達の祭り』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７８年） 
『現代ホタル考』モノクロ１４分 制作：東京都映画協会（１９７２年） 
『川遊びみつけた 福生の分水路』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８１年） 
『はばたけ羽村市 （１，０００万人の話題）』カラー５分 制作：東京都映画協会（１９９１年） 
 
 
-------------------------------- 

４ ～こんな本あります～アリスの本の森  
■ 「明治時代の日本旅行記」 

最近、日本に住む外国人が書いた外国人のための日本のガイドブックが数多く出版され、話題になっ

ています。 

明治時代にもお雇い外国人や実業家として外国人が来日していましたが、その外国人が日本の地理や

風俗、文化について書いた記録があることをご存じですか。その頃の日本は外国人にはどのように見え

ていたのでしょう。今回は、明治時代の外国人による滞在記や旅行記などを紹介しています。 

 

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=1153 
 
--------------------------------- 

５ 司書が選ぶ調べものに使える本 

■ 『民俗風俗図版レファレンス事典 祭礼・年中行事篇』 

日外アソシエーツ株式会社編集 日外アソシエーツ 紀伊國屋書店（発売） ２０１５年６月 

都立中央図書館請求記号：Ｒ／３８６．１／５４４０／２０１５ 
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夏祭り、秋祭りなど、祭りが盛んに行なわれる季節ですね。祭りや年中行事について調べるのに、

重宝する資料です。 

本文は、祭礼、民俗芸能、年中行事の３つに分かれ、その中がさらに、祭りや行事などの小項目

に分かれ、名称の五十音順に並べられています。祭り・行事などの名称の下に、その図版（写真）

が掲載されている資料名と図版の掲載箇所、図版名称、カラー・白黒の区別などが掲載されていま

す。 

探している祭り・行事などが、どの部分に掲載されているかわからなくても大丈夫です。巻末の

「名称索引」を見れば、掲載ページがわかります。 

また、同じく巻末の「地域別索引」を見ると、都道府県別にどんな祭り・行事などが掲載されて

いるか、一目でわかります。例えば、大阪府の箇所には、「御堂筋パレード」という行事が収録され

ているのがわかります。 

本文を見ると、同じような祭り・行事が各地で行われていることなどがわかります。例えば、「七

夕」で始まる年中行事は、３ページにわたり様々な地域のものが掲載されています。 
 
------------------------------ 

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。 

 

■ ダイヤモンドＤ－Ｖｉｓｉｏｎ Ｎｅｔ（ダイヤモンド社） 

ダイヤモンド社が独自に収集した有力企業１万６千社の会社情報や、役員・管理職情報、組織図

などを収録した企業情報データベースです。 

記事・書籍検索では「週刊ダイヤモンド」、「ＤＩＡＭＯＮＤ ハーバード・ビジネス・レビュー」

等の記事を発行日やキーワードから横断検索ができます。更に表紙画像から記事を探すこともでき

ます。 

都内公立図書館の中では、これを導入しているのは都立図書館だけです。是非ご利用ください。 

 

なお、都内の公共図書館で利用できるオンラインデータベースについては、都立図書館ホームペ

ージの「都内公立図書館インターネット等サービス状況」をご参照ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/db_guide/online_db_guide/tabid/2142/Defaul

t.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



 6

ト情報をご紹介しています。 
 
最新号は「『東京の温泉』の巻」です。 
「温泉密度」という言葉を聞いたことがありますか。温泉密度とは、１０平方キロメートルに宿

泊施設を除いた温泉に入れる公衆浴場が何軒あるかを調べたものです。東京２３区に限ると温泉密

度は１軒を超えて、日本一の温泉密度になるそうです。 
そもそも温泉とはいかなるものでしょう。温泉法によると、地中から採取される地下水の温度が

２５℃以上あるもの又は温泉法に規定される物質を有するものと定義されています。地球上での地

下の温度は、１００ｍにつき約３℃の割合で上昇するので、東京では１０００ｍ掘削すると３０℃

を超える地下水を汲み上げることが期待できます。 
東京の温泉の泉質は、地域により●多摩東部・都心はナトリウム―塩化物泉、●大田区などの臨

海部はナトリウム―炭酸水素塩泉やメタケイ酸泉、●西多摩地域は硫黄泉、●島嶼地域はナトリウ

ム―塩化物泉に大別されます。特に２３区の温泉は、植物性由来の黄褐色～黒褐色のものが多く見

られます。 
今回は、東京都の温泉に関する情報を中心に、温泉関連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ご覧ください。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/4070/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くださいまして、ありがとうございます。 
今月は通常より発行が遅れました。申し訳ありませんでした。 
中央図書館の企画展示、多摩図書館の常設展示とも展示期間が残りわずかです。皆様のお越しをお待

ちしております。 
 
■ 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、都立図書館のメールマガジンをご紹介ください。 
登録アドレスをお友達にご紹介ください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 
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※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８月１７日発行 


