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都立図書館通信 （Ｎｏ．９９） 
 
みなさま、こんにちは。 
今年も最後の月となりました。あと半月で新年です。大掃除や年賀状書き、その前のクリ

スマス等々、何かと慌ただしいですね。計画的に準備し、落ち着いて新年を迎えたいもので

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。 

 
＜＜ 目次 ＞＞ 
【１】中央図書館イベント・企画展情報  
◇平成２７年度 ビジネス講演会「ウェブプロモーションによるコミュニティ戦略」参加者

募集 

◇東京都立中央図書館「図書館見学ツアー」参加者募集 
◇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

―」開催中 
◇都立中央図書館企画展示関連イベントのお知らせ 
【２】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」開催中 

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

◇「現代の恐竜学－恐竜と鳥類－」 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本  

◇『図解・日本人のランキング』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 

【５】オンラインデータベースひとこと紹介 
◇ｅｏｌ（プロネクサス） 

【６】都市・東京情報 
◇クローズアップ都市・東京情報「『東京の工芸と職人』の巻」 
◇東京情報月報 
＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝ 
【７】年末年始休館のお知らせ（１２月２９日～１月３日） 
＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝ 
【８】蔵書検索サービス等の一時休止について（１２月２２日） 
＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝＝＝＝＊＝＝＝ 
  
――――――――――――――――――――――――――――― 

【１】 中央図書館イベント・企画展情報  
――――――――――――――――――――――――――――― 
■ 平成２７年度 ビジネス講演会「ウェブプロモーションによるコミュニティ戦略」参加
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者募集 
 情報があふれている現在、新たな広報のあり方として、ＳＮＳなどによる「顧客」同士の

つながりに着目したコミュニティ戦略が注目を集めています。本講演では、企業の現場にお

ける広報戦略の“いま”を、様々なプロモーション活動を手がけてこられた定平誠氏にお話

しいただきます。 
日時 平成２８年１月１６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 定平 誠（さだひら まこと）氏（尚美学園大学大学院教授、(有)オフィス サダヒラ

代表取締役） 
定員 ８０名（申込み先着順） 
参加費 無料 
申込み 電話、来館、都立図書館ホームページ 
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/4120/Default.aspx 
 
 
■ 東京都立中央図書館「図書館見学ツアー」参加者募集 
平成２８年１月から３月までに開催する図書館見学ツアーの参加者を受け付けています。 

普段は入れない書庫などが見られるバックヤードツアーをはじめ、人気の江戸期資料見学、

本の修復見学のほか、今季は特に、美術情報ツアーや東京情報ツアーなど取りそろえ、皆様

のご参加をお待ちしております。 
お申込みは、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=1245 
 
 
■ 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。『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ています。 

 

日時 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） 入場無料 
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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 

○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）  

定員 ３０名程度 

参加費 無料 

申込 当日受付 

 

○ミニ講座「アナタをキレイにする食べかた」 

食生活の工夫でからだを内側から美しく、元気にするコツを紹介します。 

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 

会場 都立中央図書館 セミナールーム（５階） 無料 

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） 

定員 ３０名 

申込み 電話、来館、都立図書館ホームページ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4116/Default.aspx 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

【２】 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

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。 
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開催期間 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 
『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 
 
「民俗芸能４ 獅子舞」 ３本立 
日時 平成２８年１月９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） 
『小河内の獅子舞』モノクロ２巻（約２４分） 制作：岩波映画 
『多摩川上流域の獅子舞』カラー３０分 制作：東京都映画協会（１９９５年） 
『江古田の獅子舞』モノクロ３０分 制作：ＮＥＴ、東京都教育庁 
 
『ホーム・スイートホーム』カラー１１２分 制作：シネマエンジェル（２０００年） 
日時 平成２８年１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） 
監督 栗山富夫 脚本・原作：松山善三 製作：三宅一男 音楽：甲斐正人 
出演 神山繁（山下宏）、酒井美紀（山下和代）、小林稔侍（山下太郎）、風吹ジュン（山下

菊子）、横山通乃（城山昌子）、喜多嶋舞（溝口松子） ほか 
 
 
―――――――――――――――――――――――――――― 
【３】 ～こんな本あります～アリスの本の森 
―――――――――――――――――――――――――――― 
今回のテーマは「現代の恐竜学－恐竜と鳥類－」 

近年の研究により、鳥類が進化した恐竜の子孫である事がわかってきました。今回は恐竜

の進化や生態に関するテーマを扱った図書をご紹介します。 
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詳しくは、都立図書館ホームページ「～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/event/news_oll/tabid/1229/Default.aspx?itemid

=1224 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

【４】 司書が選ぶ調べものに使える本 

――――――――――――――――――――――――――――― 

■ 『図解・日本人のランキング』統計・確率研究会編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１５年２

月  （都立中央図書館請求記号：０３１．５／５０２０／２０１５） 

 

この本は、様々な調査・統計から日本と日本人の１２２のランキングを抽出したもので

す。「社会と生活」「マネーとビジネス」「食と健康」「趣味とレジャー」「男女関係と

家族」の５つのテーマに分類して紹介しています。１テーマ２ページで、右ページに各ラ

ンキングの結果、解説、データの出典があり、左ページにグラフやイラストの掲載があり、

視覚的にわかりやすくなっています。 

好きなおにぎりの具や映画といったランキングもあるので、自分の好みがメジャーかマイ

ナーかを見てみるのも面白いと思います。 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

【５】 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、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。 

 

■ｅｏｌ（プロネクサス） 

企業情報と有価証券報告書を見ることの出来るデータベースです。収録企業は約８千社で、

業種、証券コード等、様々な項目から調べることができます。また、企業情報を他のライバ

ル企業と比較したり、業界内でのランキングを表示したりすることもできます。各企業の有

価証券報告書は、１９８４年以降のものをＰＤＦファイルで見ることができます。 

 

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」をご覧ください。

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

efault.aspx 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

【６】 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「『東京の工芸と職人』の巻」です。 
東京都に伝統工芸品がいくつあるかご存知でしょうか？ 
都が「伝統工芸品」として指定したものは４０品目にわたります（平成２７年１１月１４

日現在）。製造工程の主要部分が手工業的であること、伝統的に使用されてきた原材料によ

り製造されるものであること等の厳しい基準を満たしたものだけが伝統工芸品として選定

されているのです。このような伝統工芸品、そして江戸時代から受け継がれる匠の技と誇り

は、まさに「粋」と言えるでしょう。 
また、伝統工芸品以外の工芸品にも、職人たちのこだわりが光る素晴らしい作品が多数あ

ります。今回は、伝統工芸品を中心に、東京の工芸品や職人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/4122/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 
 

――――――――――――――――――――――――――――― 
【７】 年末年始休館のお知らせ 
――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２７年１２月２９日（火）から平成２８年１月３日（日）まで休館いたします。  
新年は１月４日（月）より通常開館いたします。 
なお、１２月２８日（月）は年内最終日のため、複写受付時間終了間際の混雑が予想さ

れます。お早目の御利用をお勧めします。 
 

――――――――――――――――――――――――――――― 
【８】  蔵書検索サービス等一時休止のお知らせ 
――――――――――――――――――――――――――――― 

この度、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
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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 
   １２月２２日（火）午前５時から午前６時頃まで 
（２）サービス休止内容 
  ・東京都立図書館蔵書検索（Ｗｅｂ版及び携帯版） 
  ・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。 
  ・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。 
※メンテナンス等が終了次第、ご利用いただけます。 

――――――――――――――――――――――――――――― 
 

＜＜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。 

今年は、１１月から中央図書館の前の銀杏の木の定点観測を行い、Ｆａｃｅｂｏｏｋに掲載

してきました。初めはなかなか色の変化が分かりにくかったのですが、１２月に入ると一気

に黄色に変わりました。毎日はらはらと落葉しているものの、まだしばらくは楽しめそう…

と思っていたのですが、先週末の雨風でほとんどの葉が落ちてしまいました。 
 このように、残っている仕事も年内にきれいさっぱり片付けたいものです…。 
 １年間ありがとうございました。良い年をお迎えください。 
 
■ 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 
※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 
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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１２月１５日発行 


