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都立図書館通信 （Ｎｏ．９８） 
 
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。 
 １０月末にはかぼちゃの橙色が目立った町も、１１月に入るとクリスマスに向けてのディ

スプレイに替わってきています。年賀はがきの発売も始まり、否応なしに年末が近いことを

感じます。 
 都立中央図書館前の銀杏の木を毎日写真に収めているのですが、きれいな黄色に色づくの

はまだ先のようです。時々フェイスブックに上げていますのでご覧くださいね。 
都立多摩図書館は１１月１９日木曜日まで特別整理休館中です。職員は日々蔵書点検等の

作業をしています。１１月２０日より通常開館いたしますので、今しばらくお待ちください。 
 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 ＞＞ 
 １ お知らせ 
■ 特別整理のお知らせ 
２ 中央図書館イベント・企画展情報 
■ 東京都立図書館企画展示「図書館が魅せます！TOKYO 名所探訪」開催のお知らせ 
■ 都立中央図書館企画展示「アナタは何からできている？～健康なからだへのみちしるべ

～」開催のお知らせ 
■ 都立中央図書館企画展示関連イベント（ミニ講座、まちの保健室）開催のお知らせ 
■ 平成２７年度 都立中央図書館 健康・医療情報公開講座「一生モノのからだづくり～

“健幸華齢”のためのスマートダイエット＆エクササイズ～」開催のお知らせ 
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４ 音楽雑誌」開催

のお知らせ 
■ 多摩図書館 映画会のお知らせ 
４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 
■ ６０年代の映画人―市川崑と『東京オリンピック』― 
 ５ 司書が選ぶ調べものに使える本 
■ 『絵でよむ江戸のくらし風俗大事典』 
 ６ オンラインデータベースひとこと紹介 
■  ブリタニカ・オンライン・ジャパン（ブリタニカ・ジャパン） 
 ７ 都市・東京情報 
■ クローズアップ都市・東京情報 
■ 東京情報月報 
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―――――――― 
１ お知らせ 
―――――――― 
■ 特別整理のお知らせ 
 都立多摩図書館は、特別整理のため、＜１１月９日（月）～１９日（木）＞の間、休館し

ています。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 
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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1208 
 
―――――――――――――――――― 
２ 中央図書館イベント・企画展情報 
――――――――――――――――――- 
■ 東京都立図書館企画展示「図書館が魅せます！TOKYO 名所探訪」 を東京都庁南展望室で

開催します。 

都庁南展望室では初の都立図書館企画展示。所蔵資料を中心に、江戸時代から今に息づく

東京の名所とその魅力を紹介するとともに、江戸の町を上空から描いた「鳥瞰図」（ちょう

かんず）を大型ジグソーパズルとして再現し、展望室からの大パノラマと合わせて楽しめる

展示となっています。 
  また、都立図書館の豊富な蔵書や様々なサービスを PR します。 
 
日時：１１月１９日（木）から１１月２１日（土）まで  

午前９時３０分から午後５時３０分まで 
会場：東京都庁第一本庁舎 南展望室（新宿区西新宿２－８－１）  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=1229 
 
 
■ 都立中央図書館企画展示「アナタは何からできている？～健康なからだへのみちしるべ

～」 

「人体」「運動」「食」の三つの視点から、健康づくりへの理解と関心を高め、生活習慣

の改善に役立つ資料を紹介します。『レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖手稿』や『養生訓』と

いった、当館ならではの貴重な資料も展示します。 

 

日時：平成２７年１１月２８日（土）から平成２８年１月２０日（水）まで 

午前１０時から午後５時３０分まで（金曜日のみ午後８時まで） 

休館日：１２月３日（木）、１８日（金）、１２月２９日（火）～１月３日（日）、 

１月７日（木）、１５日（金） 

会場：都立中央図書館 企画展示室（４階） 無料 
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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。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/event/event_oll/tabid/1389/Default.aspx?itemid=

1223 

 
■ 都立中央図書館企画展示関連イベント 

○ミニ講座 

 

会場：都立中央図書館 セミナールーム（５階） 無料 

定員：３０名（各日とも） 

申込：電話、来館、東京都立図書館ＨＰ 

日時・内容： 

（１）「生活習慣病を防ぐコツ」 

日時：１２月５日（土）午後２時３０分から午後４時まで 

講師：菱木 三佳乃（ひしき みかの）氏（都立広尾病院糖尿病内分泌代謝内科 医長） 

（２）「アナタをキレイにする食べかた」 

日時：平成２８年１月９日（土）午後２時３０分から午後４時まで 

講師：片岡 志乃（かたおか しの）氏（港区みなと保健所健康推進課 管理栄養士） 

 

 

○まちの保健室 

（公社）東京都看護協会から派遣される看護職が、血圧、体脂肪、握力など、簡易な測定と、

健康相談を行います。 

 

日時：１２月１９日（土）午後２時から午後４時まで ※一人１０分程度 

会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階） 無料 

定員：３０名程度 

申込：当日受付 

 

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=1223 

 

 

■ 平成２７年度 都立中央図書館 健康・医療情報公開講座 

「一生モノのからだづくり～“健幸華齢”のためのスマートダイエット＆エクササイズ～」

を開催します。 
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生活習慣の改善やすぐに使える効果的なエクササイズ等、健康であり続けるためのからだ

づくりのポイントについて、健康支援論、スポーツ医学をご専門とする講師にお話しいただ

きます。 
 
日時：１２月１２日（土） 午後２時から午後４時まで 
会場：都立中央図書館 多目的ホール（４階） 
講師：田中喜代次（たなかきよじ）氏（筑波大学体育系教授、株式会社ＴＨＦ代表取締役） 
定員：８０名（申込み順、参加無料） 
申込方法：電話、来館または都立図書館ホームページからお申込みください。 
お問合せ：都立中央図書館 ０３－３４４２－８４５１（代） 
 
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/4114/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４ 音楽雑誌」開催 
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

しています。 
第４回のテーマは、「音楽雑誌」です。音楽雑誌と一口に言っても、その内容は多岐に渡

ります。ビートルズ来日以後盛んになったグループサウンズや、クラシック、ジャズ、ロッ

クを扱ったもの、民謡や和太鼓を題材としたものがあります。また、歌手やバンドを紹介す

るだけではなく、自ら楽譜やカラオケを楽しめる雑誌もあります。 
 音楽は、人々の生活や心情に常に寄り添ってきました。そのことを数々の音楽雑誌から、

ぜひ感じてください。 
 
日時：平成２７年１１月２０日（金）から平成２８年１月６日（水）まで 
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 
「民俗芸能２ 神楽１」 ３本立 
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日時：１１月２６日（木） 午後２時から 
会場：東京都多摩教育センター ２階鑑賞室（９０席） 
（上映作品） 
『江戸里神楽の源流 （美をもとめてＮｏ．６４０）』カラー１２分 制作：ＴＢＳ、ＴＢ

Ｓ映画社 
『新島の民俗芸能 神楽・獅子木遣』カラー２７分（退色） 制作：日本映画教育協会 
『早池峰神楽の里』カラー５２分 制作：岩波映画（１９８１年） 
 
「民俗芸能３ 神楽２・その他」 ４本立 
日時：１２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） 
『舞うがごとく翔ぶがごとく 奥三河の花祭り』カラー３３分 制作：桜映画社（１９９２

年） 
『備中神楽 （美をもとめてＮｏ．４３９）』カラー１２分（退色） 制作：ＴＢＳ、ＴＢ

Ｓ映画社 
『行波の神舞 （美をもとめてＮｏ．６３２）』カラー１２分（退色） 制作：ＴＢＳ、Ｔ

ＢＳ映画社 
『神々のふるさと 出雲神楽』カラー４１分 制作：英映画社（２００２年） 
 
『たけくらべ』モノクロ９５分 制作：新東宝（１９５５年） 
日時：１２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） 
 監督：五所平之助 脚本：八住利雄 原作：樋ロー葉、 製作：福島通人、杉原貞雄、旗

一兵 音楽：芥川也寸志 
 出演：美空ひばり（美登利）、中村是好（美登利の父 伍助）、吉川満子(美登利の母 お

りん)、岸恵子（美登利の姉 大巻）、北原隆（信如） ほか 
 
―――――――――――――― 
４ Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 
―――――――――――――― 
■ 「６０年代の映画人―市川崑と『東京オリンピック』―」 

 市川崑は１９１５年１１月２０日生まれの映画監督です。本年は、市川崑生誕１００周年

を記念して、各地で上映会が企画されています。 

市川崑といえば映画『東京オリンピック』（１９６５年）を監督したことでも有名です。 

今回は、市川崑の人生と作品、特に映画『東京オリンピック』について知ることができる

資料を、当時の雑誌記事を中心にご紹介します。 
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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/4111/Default.asp

x 

 

――――――――――――――――― 
５ 司書が選ぶ調べものに使える本 
――――――――――――――――― 
■ 『絵でよむ江戸のくらし風俗大事典』 棚橋正博、村田裕司編著 柏書房 ２００４．

１０ 中央図書館請求記号：Ｒ／２１０．５０／５１９５／２００４  

 

今から２００年前の江戸では、黄表紙と呼ばれる江戸を舞台にした大人向けの絵本が流行

していました。本書は、黄表紙の挿絵など、約３，０００点をもとに当時の江戸庶民生活を

解説した事典です。すべての項目に挿絵が付いており、眺めるだけでも楽しめる事典になっ

ています。 
内容は４部構成になっており、第１部「江戸のまちと名所」では、日本橋を始めとする江

戸の名所ごとに当時の様子を描いた挿絵を紹介しています。第２部「季節と日々のくらし」

では、季節ごとの行事や、庶民の生活様式、遊びなどの庶民の風俗全般を項目ごとに解説し

ています。第３部「しごとと身分」では、衣の商売・食の商売などの分類ごとに江戸の商人

の様子を紹介しています。第４部「江戸の遊里」では、吉原や深川を始めとする遊里の様子

を紹介しています。 
挿絵には出典が明示されており、項目に関連する黄表紙を調べることができる点が有用で

す。巻末には５０音順の語句索引が充実しており、簡単に関連項目を調べることができます。

また、附録「黄表紙の時代便利帖」には、黄表紙の時代年表や貨幣等の変換表など、便利な

附録が多数収録されています。さらに、黄表紙の歴史などの解説もあり、江戸の風俗につい

て調べるだけではなく、黄表紙自体についても学ぶことができる１冊となっています。 
 
――――――――――――――――――― 
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、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。 

 

■ ブリタニカ・オンライン・ジャパン（ブリタニカ・ジャパン） 

 『ブリタニカ国際大百科事典』と『ブリタニカ国際年鑑』をベースとした百科事典のデー

タベースです。 
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事物をすばやく調べるための「小項目事典」、一つの主題について詳しく調べるための「大

項目事典」、世界の動きを知るための「国際年鑑」をまとめて検索・閲覧できます。情報は

年４回更新されます。 

また、英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語の百科事典サービスとの切替えも

可能です。 

 

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/D

efault.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「『ロンドン市、友好都市になる』の巻」です。 
 １０月１４日、東京都はロンドン市と友好都市協定を締結しました。２０２０年の東京オ

リンピック・パラリンピックに向けて、ロンドン市での経験や施設活用策などの知見を共有

し、大都市に共通する課題の解決に共同で取り組む方針です。 
また、（１）都市づくり、（２）環境、（３）文化交流、（４）交通、（５）観光、（６）

大規模なスポーツイベントの開催の、６つの分野において交流・協力を行います。 
東京都が友好都市協定を結んだのは１９９６年のローマ市以来で、１９年ぶり１２番目に

なります。 
今回は、ロンドン市やロンドンオリンピック・パラリンピックに関する図書館資料・イン

ターネット情報のほか、これまで友好都市関係を結んできた都市などをご紹介します。 
 
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/4113/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。 
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http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/tokyo_month/tabid/1036/Default.asp
x 
 
――――――――――――――――――― 
 ＜＜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。 
本日まで開催の東京都文化財ウィーク参加企画展「江戸城と明治宮殿」はご覧になりまし

たか。 
今回は東京都公文書館との共催ということで、図書館が所蔵する重要文化財「江戸城造営

関係資料（甲良(こうら)家伝来）」や「木子(きこ)文庫」の建築図面（明治宮殿の造営に深

い関わりのあった木子家旧蔵）と公文書館が所蔵する重要文化財「東京府・東京市行政文書」

を一緒に見ることができるという特別企画でした。大政奉還、遷都など、歴史の上では知っ

ていますが、こうして生の資料を見ると、表舞台に名前は出てこないけれど陰で支えてきた

多くの人がいるということを感じます。 
 今月末からは健康・医療に関する展示が始まります。多摩図書館の常設展示は「音楽雑誌」

に替わります。こちらもどうぞお楽しみに。 
――――――――――――――――――― 
■ 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 
 →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１１月１５日発行 


