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都立図書館通信 （Ｎｏ．９６） 

 

みなさま、こんにちは。 

都立図書館通信をご覧いただきまして、ありがとうございます。 

９月前半は雨が多く、気温がぐっと下がりました。今年はこのまま涼しくなるのでしょうか。 

都立中央図書館では現在１階カフェのガラス壁面に、近くの港区立笄小学校の児童が描いた有栖川宮

記念公園の絵を展示しています。今月末までですので、ぜひ見にいらしてください。 

中央図書館の企画展示、多摩図書館の常設展示が共に新しい内容に替わりました。詳細は本編記事を

ご覧ください。 

今月もさまざま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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■ 企画展示「大海を渡れ！－留学いま・むかし－」関連講演会「職業としての外交官―外交官として
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５ 司書が選ぶ調べものに使える本  

■ 『ヨーロッパ社会統計地図』 

６ オンラインデータベースひとこと紹介  
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■ 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 

東京都立図書館をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

このたび、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 

ア ９月２４日（木）午後１０時から午後１１時まで 
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  ※ メンテナンスの状況により休止終了時間が前後する場合があります。 

イ ９月２９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。 

ウ １０月１日（木）正午から午後３時頃まで 

※ この時間帯に寸断（数十秒程度）が数回発生する場合があります。 

 

（２） サービス休止内容 

ア 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 都立図書館統合検索での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  

■ 都立中央図書館企画展示「大海を渡れ！－留学いま・むかし－」のお知らせ 

いつの世も新しい文化を日本に持ち帰ってきた留学生。空海、薩摩スチューデント、岩倉使節団、森

鴎外など、古代から近代までの日本の留学生の足跡・偉業を取り上げ、彼らがもたらしたものをパネル

や図書館資料で紹介します。 

 併せて、海外留学支援制度など、最新の留学情報等を提供します。 

 また、都立図書館の電子書籍サービスを体験することができます。 

  ぜひ、ご来場ください。 

会期：９月１０日(木)から１０月２５日(日)まで     

   午前１０時から午後５時３０分まで(金曜日は午前１０時から午後８時まで)    

    ※休館日：９月１８日(金)、１０月１日(木)・１８日(日) 

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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1182 

 

■ 企画展示「大海を渡れ！－留学いま・むかし－」関連講演会「職業としての外交官-外交官として生

きる！-」のお知らせ 

米国大使館の女性外交官をお招きし、外交官を目指した動機をはじめ、外交官の仕事の内容とやりが

い、ご自身の経験に基づく日本の若者へのメッセージなどをお話していただきます。（逐次通訳付） 

英語を使った職業、国際貢献できる職業に興味のある高校生等、是非ご参加ください。 

講師：Ｈａｌｉｍａ “Ｂｉｂｉ” Ｖｏｙｌｅｓ  ハリマ（ビビ）・ボイルズ 氏 米国大使館経済部

（運輸・通商分野担当） 

日時：１０月３日（土） 午後３時から午後４時３０分まで 

会場：東京都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

募集人数：１００名 申込先着順 

共催：米国大使館・文化交流部 
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申込方法：以下のいずれかの方法でお申込みください。 

（１）ホームページからお申込みください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1187 

（２）電話 ０３－３４４２－８４５１ 内線：６１１２（大橋） 

 ※申込締切日 ９月３０日（水） ただし、１００名を超えた時点で締め切ります。 

 

■ 平成２７年度中小企業診断士による「ビジネス 起業・創業相談会」開催のお知らせ 

都立中央図書館では、中小企業診断士による無料の相談会を開催しています（年４回）。 

中小企業の経営、起業・創業などについて相談できます。是非ご利用ください。 

日時：１１月２８日（土） 午後１時から午後５時まで 

会場：東京都立中央図書館 第１、第２研修室（４階） 

対象：都内在住・在勤の方、又は都内での起業・創業を検討中の方。 

相談人数：８組まで（各組１時間） 

予約方法：電話、来館又は都立図書館ホームページからご予約ください。 

 

詳しくは、都立図書館ホームページ「ビジネス 起業・創業相談会」をご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4049/default.aspx 

 

■ 都立中央図書館「図書館見学ツアー」参加者募集 

１０月～１２月開催の図書館見学ツアーを受け付けています。 

普段は入れない書庫など、図書館の裏側を見ることができるバックヤードツアーをはじめ、今季は特に、東京

タワーの夜景が見えるナイトツアーや江戸期資料見学ツアー、本の修復見学・和装本づくり体験ツアーなど、

盛りだくさん！ぜひご参加ください。 

お申込みは、都立中央図書館１階 総合案内・相談カウンターまたはお電話で。 

電話：０３－３４４２－８４５１（代）内線１６０４ 

詳しくはホームページのイベント情報をご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1184 

 

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

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３ スポーツ雑誌」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３回のテーマは「スポーツ雑誌」です。昭和時代に創刊された約１２０点を展示します。 

２０世紀は「スポーツの世紀」とも言われますが、日本の昭和時代（１９２６～１９８９）はまさにス

ポーツが華々しく展開した時代であるとも言えるでしょう。すでに戦前、水泳、テニスなどの雑誌が商

業出版で創刊されています。戦後になると、各種競技大会の再開に伴い、野球などの雑誌が創刊・復刊

します。高度経済成長期に入ると、スポーツは観戦するものから、一般人が自ら行い、生活を楽しむ手

段になっていくことが、創刊誌からうかがえます。時代とともに変化していくスポーツの雑誌をお楽し

みください。 

開催期間 １１月８日（日）まで 

場  所 都立多摩図書館 展示エリア（入場無料） 
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■ 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（１９８２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） 

 

「多摩の昭和散歩 ７ あきる野・奥多摩・檜原」 ９本立 

日時：１０月４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） 

『草花丘陵六本の標柱』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８２年） 

『五日市街道』モノクロ１巻（約１０分） 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『五日市を訪ねて』モノクロ１巻（約１０分） 制作：東京都映画協会、東京都広報室 

『わが心の街並み 五日市町』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７９年） 

『ＥＤ１６機関車の走る町』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８１年） 

『奥多摩のわさび』モノクロ１６分 制作：東京都映画協会（１９７３年） 

『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（１

９９１年） 

『尾根道に生きた人々 檜原村紀行』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７９年） 

『檜原村に生きる』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８２年） 

 

「多摩の昭和散歩 ８ 青梅」 ７本立 

日時：１０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） 

『青梅街道をたずねて （道シリーズ２）』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 

『「梅７０」４０キロの旅』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８２年） 

『新宿の子・御岳の子』モノクロ１４分 制作：東京都映画協会（１９７０年） 

『江戸のおもかげ 青梅市青梅宿 （わがまち東京）』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９８１年） 

『青梅 東京のふるさと』カラー１５分 制作：東京都映画協会（１９７７年） 
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『多摩の小京都 青梅市 （１，０００万人の話題)』カラー５分 制作：東京都映画協会（１９９３年） 

『多摩山地の民家』カラー２５分 制作：映像文化研究所（１９７８年） 

 

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

４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉  

■ 「シベリウス生誕１５０年」 

今年はフィンランドが誇る大作曲家ジャン・シベリウスの生誕１５０年です。 

シベリウスは、祖国の神話や歴史、自然、民族性を基調とした独自のスタイルを確立し、交響曲や交

響詩、協奏曲等を作曲しました。中でも有名な作品として、交響詩「フィンランディア」、民族叙事詩『カ

レワラ』に基づいた「クッレルヴォ交響曲」や交響詩「タピオラ」があります。 

シベリウスや北欧の音楽、祖国フィンランド等について、都立中央図書館で所蔵している資料の中か

らいくつか選んでご紹介いたします。 

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/4083/Default.aspx 

 

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

５ 司書が選ぶ調べものに使える本  

■ 『ヨーロッパ社会統計地図』ディミトリス・バラス（ほか）著 藤井眞人訳 柊風舎 ２０１５．６ 都

立中央図書館請求記号：Ｒ／３５３．０／５００１／２０１５ 

ヨーロッパの国々の統計を一冊にまとめた本です。それぞれの調査は１ページごとにまとめられ、アイデン

ティティと文化、人口統計、教育、雇用、工業と職業、健康、政治、経済、環境、社会的結束、政策の項目に

分けられています。アイデンティティと文化の項目には「死後の世界を信じるか」といったかなり独特なアン

ケートの結果も含まれています。 

この本の大きな特徴は、調査結果の数値の大小により、地図上の国も大きさを変えて描かれている点です。

そのため、一目見ただけで調査結果が理解できるようになっています。フルカラーでかつ、簡単な解説が添え

られている点も非常に有用です。また、それぞれの調査には出典が明記されています。そのため、より詳細な

調査結果にアクセスできる仕組みになっています。 

現在のヨーロッパについて調べる際に、是非一度開いて欲しい一冊です。 

 

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

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、館内において３０種あまりのオンラインデータベースを無料でご利用いただけます。

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。 

 

■ Ｗｅｂ ＯＹＡ－ｂｕｎｋｏ 公立図書館版（大宅壮一文庫） 

 大宅文庫が所蔵する雑誌記事のデータベースで、週刊誌や女性誌、スポーツ誌等、幅広いジャンルの

雑誌から記事が検索できます。ただし、印刷はできません。 

 分類別検索の一つ「件名項目検索」では、「マスコミ」や「世相」といった、他の雑誌記事索引には見

られないジャーナリスティックな項目からも検索結果を絞り込むことが可能です。 

例えば、「マスコミ」という大項目からさらに絞り込んで、特定のお笑い番組の記事のみを検索すること

もできます。是非ご利用ください。 
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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/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「『東京の島 三宅島』の巻」です。 

 三宅島は太平洋上に点在する伊豆諸島の島のひとつです。海、山、森など、美しく雄大な自然環境に、

野鳥や海洋生物も多く、バードウォッチングやキャンプ、釣り、スキューバダイビング、海水浴などが

観光資源となっています。また、現在でも多くの伝説や神話が残っている歴史ある島で、民俗や芸能、

人々の暮らしは、島ならではの文化を持っています。 
 今回のクローズアップ都市・東京情報では、歴史や文化、自然、新たな取組などにスポットを当て、

三宅島のたくさんの魅力を、当館所蔵の資料を中心にご紹介します。 
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/4080/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のフォロワー数が８月末に１０，０００人を超えました。ありがとうございます。 

 平成２３年１１月の開始以来、イベント・企画展の情報や、休館日のご案内など図書館のさまざまな情報や

魅力を、タイムリーにお知らせしてきました。これからも、皆様に興味を持っていただけるように日々情報発

信していきたいと思います。メールマガジン共々、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

■ 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ご意見・ご要望をお気軽に編集部までお寄せください！  

→ メルマガご意見 

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 
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→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９月１５日発行 


