都立図書館通信

（Ｎｏ．１０２）

みなさま、こんにちは。
３月の都立図書館通信です。
先日、中央図書館でＭＸテレビの情報番組の撮影がありました。
３月２６日（土）２１時放映予定の「どうする？東京」です。
ぜひご覧ください。
中央図書館の企画展示「東京の鉄道史」は残り１週間です。多摩図書
館でも鉄道と旅の雑誌の展示が始まりました。こちらもあわせてお楽し
みください。
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】中央図書館イベント・企画展情報
【２】多摩図書館イベント・企画展情報
【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉
【４】司書が選ぶ調べものに使える本
【５】オンラインデータベースひとこと紹介
【６】都市・東京情報
【７】「専門図書館ガイド」データ更新のお知らせ
【８】登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限について
【９】メールマガジン送付先の変更について
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

――――――――――――――――――――
【１】中央図書館イベント・企画展情報
――――――――――――――――――――
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
企画展示「東京の鉄道史 －鉄道が築いた都市、東京－」終了まで１週
間と迫りました。（中央図書館）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
東京は鉄道の発達とともに都市の基盤を築き、発展を遂げてきました。
現在も東京都は都市機能のさらなる強化をめざして、交通インフラの整
備を進めています。
本展示では、こうした東京の発展と鉄道との関わりを当館所蔵の図書、
地図、雑誌等の資料やパネルで紹介します。あわせて、インターネット
上でも話題になった、東京の地下鉄を色水が流れる管で再現した３次元
模型「東京動脈」も展示します。
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期間 ３月２１日（月・祝）まで
時間 午前１０時から午後５時３０分まで
休館日 ３月１８日（金）
会場 都立中央図書館 企画展示室（４階）

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=1264
――――――――――――――――――――
【２】多摩図書館イベント・企画展情報
――――――――――――――――――――
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
子供向けのイベント「のどかな春のおはなし会」を開催します。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
昔話などのおはなしをたっぷり聞いて楽しむ会です。
春にぴったりのお話、おかしなお話、ハラハラするお話など、様々な
お話を用意しています。春の陽ざしとろうそくのあかりの、温かな雰囲
気の部屋で、お話の世界に浸りませんか。友達も誘って、春休みの思い
出にしてください。皆さんのお越しをお待ちしています。
日時：３月２６日（土）
午前１１時から１２時３０分まで（開場 午前１０時３０分）
【前半】午前１１時から午前１１時４０分まで（新小学１～３年生対象）
【後半】午前１１時４５分から１２時２５分まで（新小学４～中学１年
生対象）
会場：東京都多摩教育センター ２階 セミナールーム
対象：平成２８年４月の新小学１年生～中学１年生の子供とその保護者、
兄弟姉妹 ４０名（先着順）
申込方法：都立図書館ホームページ、電話、来館のいずれかでお申し込
みください。
詳しくは、都立図書館ホームページをご覧ください。
https://www.library.metro.tokyo.jp/home/tabid/4166/Default.aspx

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「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６ 鉄道と旅の雑誌」開催中
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
都立多摩図書館では、６，０００誌を超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６回のテーマは、「鉄道と旅の雑誌」です。主要な交通機関として
暮らしを支えた鉄道と、当時の観光地や旅事情を扱った旅行の雑誌を紹
介します。あわせて、客船や貨物船などで陸をつないだ船舶や世界を結
ぶ交通手段として成長してきた飛行機の雑誌も展示します。
戦前を代表する鉄道雑誌の一つである、模型電気鉄道研究会の『鐡道』
（昭和４年）の創刊号もご覧いただけます。人々の生活に寄り添った鉄
道をはじめとする乗り物と旅の雑誌をお楽しみください。
期間 ５月１１日（水）まで
（休館日：３月中はありません。４月７日（木）、１７日(日)）
場所 都立多摩図書館 展示エリア（入場無料）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
映画会のお知らせ（多摩図書館）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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。
なお、平成２８年度は、移転作業に伴い開催を休止いたします。
●定例映画会
『わが愛の譜（うた） 滝廉太郎物語』カラー１２３分 制作：東映、
日本テレビ（１９９３年）
日時 ３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：澤井信一郎 脚本：宮崎晃、伊藤亮爾、澤井信一郎 原作：郷
原宏
出演：風間トオル（滝廉太郎）、鷲尾いさ子（中野ユキ）、天宮良（鈴
木毅一）、藤谷美紀（芙美） ほか

――――――――――――――――――――
【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉
――――――――――――――――――――
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■「自動車について調べる」
様々な説がありますが、一説には、今から１３０年前の１８８６年に
ガソリン自動車が誕生したといわれています。
ガソリン自動車「パテント・モトールヴァーゲン」は３輪車で、ティラ
ーと呼ばれる棒状のハンドルで操作します。
また、現在一般に普及しつつある電気自動車は、とても先進的な乗り
物のように感じられますが、意外にもガソリン自動車よりも古くに発明
されていました。
馬車から馬がなくなった時代。そんな自動車の歴史 をはじめとして、
自動車が動く仕組み、モータースポーツ、往年の名車について書かれた
資料をいくつか選んでご紹介します。
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/reference/news_reference/tabi
d/4167/Default.aspx

――――――――――――――――――――
【４】司書が選ぶ調べものに使える本
――――――――――――――――――――
『 江 戸 学事典 』西山 松之 介等編 弘文 堂 １９８４
（ 中 央 図書館 請求記号 ：Ｒ Ｔ０・２５０／ ６７）
『 江 戸学事 典 』は、 江戸 に関するさまざまな 分野の 研究成果を体系化
し 、 江 戸 の都市空間、 社会 、文化の特徴をまとめ 上げた、江戸学 研究の
集 大成 です 。
３ ０ ６の 項目 を１７ の主題 に分けて配列 してあり ます。
巻 頭には 通常 の目次 に続 いて五十音順目次 を、巻末 には人物索 引、事
項 索引 を 配していま す。
付 録として 「 江戸の 建築 」「江戸 の橋一覧 」「江戸町 名一覧」「江戸
図 の 系 譜 」「江戸の貨幣 」「 札差一覧」「 幕府御用 達商人・ 職人一 覧」
「 文 化 十年十 組問屋一 覧」「 江戸買物独案内 」「東都坂番付」「江戸町
人 人口 表 」「江戸著名 人 名録」「江戸 年中行事一 覧」「江戸年表 」が収
録 さ れ ていま す。
江 戸の 暮らし の実像 に迫 り、かなり詳細 なところ までわかる資料なの
で 、 調べものに使える とと もに、読みものと しても面白い本 です。

――――――――――――――――――――
【５】オンラインデータベースひとこと紹介
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――――――――――――――――――――
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。
■日本経済新聞電子版（パブリック）日本経済新聞社
最新のニュースに加え便利な記事検索機能、詳細な新製品・価格情報、
会社、株価情報、トレンド予測、企業戦略の舞台裏などが満載です。記
事はＷｅｂ形式で読む他に、紙面ビューアーで朝夕刊、ＮＩＫＫＥＩプ
ラス１も紙の新聞イメージそのままで読むことができます。また日本全
国２２ブロックの地域経済面も紙面イメージで読むことが可能です。タ
イムリーに各種の情報が届けられています。
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」をご参照ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/db_guide/online_db_
guide/tabid/2142/Default.aspx
――――――――――――――――――――
【６】都市・東京情報
――――――――――――――――――――
■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/t
abid/1036/Default.aspx

――――――――――――――――――――
【７】「専門図書館ガイド」データ更新のお知らせ
――――――――――――――――――――
都立図書館では、「専門図書館ガイド」を作成・公開しています。「専
門図書館ガイド」とは、東京都内及び近県において専門的な資料を所蔵
し、文献・情報提供サービスを行っている機関を検索できるデータベー
スです。
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このたび、データを更新し、４５２機関をご紹介しています。
都立図書館や国会図書館が所蔵していない資料をお探しの場合や、専
門性の高い調査をする場合には、「専門図書館ガイド」をぜひご活用く
ださい。
都立図書館ホームページよりご利用になれます。（トップページにバナ
ーがあります）
http://senmonlib.metro.tokyo.jp/

――――――――――――――――――――
【８】登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限が「平成２
７年１２月３１日」までとなっている方へのお知らせ
――――――――――――――――――――
ログインＩＤの有効期限が平成２７（２０１５）年１２月３１日まで
の方の更新期限は、平成２８（２０１６）年３月３１日までです。
登録利用者サービスにおける登録（ログインＩＤ）の有効期限は、登
録の日から起算して１年間です。登録から１年が経過した方は、有効期
限の確認と有効期限の延長をお願いいたします。
有効期限の確認と延長は「利用者情報変更」 のページで行うことが
できます。
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/login.do?dispa
tch=/opac/user-update.do&every=1
※ 有効期限の延長は、「ログインＩＤ有効期限」の「延長する」にチ
ェックを入れ、変更ボタンを押してください。変更日から起算して１年
間延長されます。
※ パスワードの有効期限が切れている場合は、パスワード変更の画面
が表示されます。パスワードを変更後、有効期限の延長を行ってくださ
い。
※ 有効期限の更新は、随時行うことができます。
※ メ ー ルマ ガ ジン の登録 と 登録利 用 者 サービ ス への登 録 は 異なりま
す。

――――――――――――――――――――
【９】メールマガジン送付先の変更について
――――――――――――――――――――
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卒業、退職等で、メールアドレスの変更が多い季節です。
メールマガジンの送付先を現在登録中のメールアドレスから、別のメ
ールアドレスに変更する場合は、以下の手続きが必要となります。
（１）新メールアドレスの登録
（２）旧メールアドレスへの配信停止依頼
図書館からは送付先の変更ができません。お手数をおかけしますが、よ
ろしくお願いします。
登録・配信中止についてはホームページをご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx
→携帯用
http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/i/4000.html

――――――――――――――――――――
＜＜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。
３月は卒業、異動、退職等、新しい世界に向かう季節です。
楽しかったこと、大変だったことなど、さまざまな思い出を胸に、期待
と不安とが入り混じる新生活に新たな一歩を踏み出す…。
４月からも都立図書館はそんな皆様を応援していきます。
「調べたい」「探したい」「知りたい」「困った」…こんな時は図書館を
思い出して、ご相談ください。
来月号でまた、お会いできますよう、よろしくお願いします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
お知り合いに是非、都立図書館のメールマガジンをご紹介ください。
→ http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/2145/Default.aspx
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
メールマガジン配信停止のご連絡
→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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
メールマガジンに関するご意見・ご要望
→ mailmag★library.metro.tokyo.jp
（★を@に替えてください）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ
→ https://twitter.com/tm_library
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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２８年３月１５日発行
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