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都立図書館通信 （Ｎｏ．１１３） 

 

みなさま、こんにちは。２月の都立図書館通信です。 

都立多摩図書館が移転オープンしました。１月２９日の初日には来館者が

６，０００人を超えるといううれしいスタートとなりました。今月も引き続

きオープン記念イベントが続きますので、ぜひお越しください。 

都立中央図書館では企画展示「東京凸凹地形」が２月１２日好評のうちに

終了しました。多くの方のご来場ありがとうございました。 

 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】中央図書館情報  

【２】多摩図書館情報 

【３】こんな本あります～アリスの本の森～ 

【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】登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限 

【８】都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋ紹介 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■シリーズ展示「～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～ 

 世界中の国のこともっと知ろう！ 第３回－オセアニア・アジアＰａｒｔ１

編 」 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

都立中央図書館では、世界の国々に関する資料を集めたシリーズ展示を行っ

ています。 

シリーズ第３回目は、オーストラリア、ソロモン諸島、ツバル等のオセアニ

アに加え、台湾、韓国、インドネシア等の東アジア・東南アジア、合わせて

３４の国と地域を取りあげます。 

日本を訪れる外国人が増加している今、世界の国々と人々のことをもっとよ

く知ってみませんか？  

会期 ３月３日（金）から５月７日（日）まで 

   １０時から２０時まで（土日祝は１７時３０分まで） 

会場 都立中央図書館 ４階企画展示室 

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。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/home/news/tabid/2287/Default.aspx?
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itemid=1517 

 

■ 電子書籍用端末の展示を行っています 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

都立中央図書館では、平日（月～金曜日 祝日を除く）の１０時から１７時

まで、１階中央ホールにおいて、電子書籍専用タブレット端末を展示してい

ます。「ＴＲＣ－ＤＬ」と「ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙ」の２つの電子書籍サービ

スをご利用になれますので、ぜひお試しください。 

おもなコンテンツは次のとおりです。 

「ＴＲＣ－ＤＬ」 ビジネス関係、就職活動関連、都政関係の資料を収録 

「ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙ」 歴史、古典文学等の全集、オリンピック関係、

日本文学作品等の英語資料を収録 

館内での利用が可能な専用端末を貸し出ししています。閲覧席でのご利用

をご希望の方は、お気軽にカウンターまでお越しください。 

詳しくは都立図書館ホームページをご覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/search/tabid/3838/Default.aspx 

 

■今月も、館内各所で様々なミニ展示を行っています。ぜひご覧ください。

２月の展示ガイドはこちらからご覧になれます。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/event/tabid/1225/Default.aspx 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■都立多摩図書館移転オープン記念映画会 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

移転オープンを記念して、『鉄道員（ぽっぽや）』『我が愛の譜（うた） 滝

廉太郎物語』を上映いたします。 

多摩図書館が所蔵するドキュメンタリーフィルムも同時上映いたします。 

 

１『鉄道員（ぽっぽや）』（１９９９年制作／カラー／１１２分） 

日時 ２月１６日（木） １４時から（開場：１３時） 

会場 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 ２００名(先着順) 

併映ドキュメンタリー『地域の連帯を求めて』（上映時間約１０分） 

 

２『我が愛の譜（うた）滝廉太郎物語』（１９９３年制作／カラー／１２５分） 

日時 ２月２３日（木） １４時から（開場：１３時） 

会場 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 ２００名(先着順) 
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併映ドキュメンタリー『殿ヶ谷戸公園いまむかし』（上映時間約１０分） 

 

３『我が愛の譜（うた）滝廉太郎物語』（１９９３年制作／カラー／１２５分） 

日時 ２月２６日（日） １４時から（開場：１３時） 

会場 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 ２００名(先着順) 

併映ドキュメンタリー『地域の連帯を求めて』（上映時間約１０分） 

 

 

■東京マガジンバンクカレッジ キックオフ記念講演会「雑誌の過去・現在・

未来」（３月１２日（日））参加者募集 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

都立多摩図書館は移転オープンを機に「東京マガジンバンクカレッジ」を

開設します。まずはキックオフ！雑誌の魅力や可能性について、３人の講師

が熱く語ります。 

 

日時 ３月１２日（日）１４時から１７時まで 

講師 清水一彦氏（江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授、元『Ｐ

ＯＰＥＹＥ」編集長、難波功士氏（関西学院大学社会学部教授）、辻泉氏（中

央大学文学部人文社会学科教授） 

会場 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 １２０名（応募多数の場合は抽選） 

申込方法 申込フォームまたは往復はがき 

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/tama_library/tabid/3994/

Default.aspx 

申込締切 ２月２７日（月）（はがきは消印有効） 

 

■講演会「世界のともだちを知ろう～ネパールのこどもたち～」（３月２０日

（月・祝））参加者募集【小学生対象】 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

写真家の公文健太郎さんが、ネパールの子供たちのくらしについて、写真や

パネルを使ってわかりやすくお話しします。 

 

日時 ３月２０日（月・祝）１０時３０分から１２時１５分まで 

講演者 公文健太郎氏（写真家） 

会場 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 小学生３０名（親子参加も可） 

申込方法 申込フォーム、往復はがき、電話、来館 

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?
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itemid=1519 

申込締切 ３月３日（金）（はがきは消印有効） 

 

■東京マガジンバンクカレッジ 雑誌総合セクション第１弾「雑誌解体！～

ポピュラー文化とメディア変容～」（３月２６日（日））参加者募集 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

 音楽やスポーツなど、趣味系雑誌を題材に現役大学生が研究成果を皆さん

の前で発表・発信！自由な発想で雑誌とそれをめぐる文化を読み解きます。 

 

日時 ３月２６日（日）１４時から１７時まで 

発表者 中央大学辻ゼミ 

場所 都立多摩図書館 ２階 セミナールーム 

定員 ６０名（応募多数の場合は抽選） 

申込方法 申込フォームまたは往復はがき 

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/tama_library/tabid/4235/

Default.aspx 

申込締切 ３月１３日（月）（はがきは消印有効） 

 

■多摩図書館３月のイベントはこちらからご覧になれます。 

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

itemid=1518 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】こんな本あります ～アリスの本の森～ 

―――――――――――――――――――― 

都立図書館ホームページ上で、新着おすすめ本を中心に職員が交代で紹介

しているコーナー「こんな本あります ～アリスの本の森～」。 

最新号のテーマは「中国語で日本の現代文化を読む」。 

東京都立図書館が所蔵する中国語で書かれた日本に関する図書の中から、

村上春樹、漫画など、中国で広く関心を集めている日本の現代文化に関する

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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?

itemid=1481 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 
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■『事典江戸の暮らしの考古学』 古泉弘編 吉川弘文館 ２０１３年２月刊 

（中央図書館請求記号Ｔ／２１０．０／５２７７／２０１３） 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

 近年大きな成果を上げている近世考古学から、江戸時代の暮らしを解説した事

典です。「江戸のインフラ」「江戸の衣食住」などの６部で構成され、発掘された

近世遺構や遺物から江戸時代を読み解きます。 

例えば、飼われていた犬や猫が今と同様大事に埋葬されていること、肉食はタ

ブー視されていた一方でシカやイノシシなどの獣骨が少なからず出土している

ことなど、文献だけでなく、こうした遺構・遺物による解説によって、江戸時代

の暮らしが立体的に浮かび上がります。 

項目ごとに参考文献もあり、巻末には江戸の遺跡や遺物の一覧、江戸の暮らし

を知るための博物館・資料館の一覧、さらに江戸の考古学を学ぶための文献案内

なども掲載されています。 

五十音順の索引もあるので、事項から調べる場合にも便利です。 

書名に「事典」とついていますが、江戸時代の暮らしを知る上で、読み物とし

ても楽しめる１冊です。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【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、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。 

 

■ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ（日外アソシエーツ） 

＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊ 

ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ（マガジンプラス）は、一般誌から専門誌、大

学紀要、海外誌紙まで収録した、国内最大規模の雑誌記事・論文情報データ

ベースです。雑誌２９,８５４誌と図書１３,１２４冊に掲載されている記

事・論文１,６３７万件が収録されています（２０１６年７月１日時点）。 

国立国会図書館の「雑誌記事索引」のほか、全１９点のコンテンツから構

成されており、『週刊文春』や『週刊ベースボール』といった一般誌の記事情

報も広範囲に検索できます。 

記事のタイトルや雑誌名での検索に加えて、雑誌分類や記事種別などから

検索条件を絞り込むことも可能です。 

 

なお、都立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をご参照ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/online_db_guide/tabid/37

6/Default.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「『国分寺散策』の巻」です。 

 

１月２９日、ついに都立多摩図書館が立川市から国分寺市へ移転オープン

しました。東京マガジンバンクや児童青少年サービスはもちろん、新たにセ

ミナールームやカフェも設置して、今まで以上に便利にお使いいただけます。 

移転オープンを記念した各種イベント等もあり、多くの方が新多摩図書館

に来館されていますが、その国分寺にはたくさんの魅力的な場所があります。 

 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、国分寺市の歴史や周辺の名所

等について、当館所蔵の資料等をご紹介します。 

詳しくは都立図書館ホームページを御覧ください。 

http://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tokyo/closeup/tabid/4244

/Default.aspx 

 

■東京情報月報 

＊―＊―＊―＊―＊ 

都市･東京情報担当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/tabid/1036/Default.aspx 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【７】登録利用者サービスにおけるログインＩＤの有効期限  

―――――――――――――――――――― 

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２８（２０１

６）年１２月３１日」までの方の更新期限は、平成２９（２０１７）年３月

３１日までです。ログインＩＤの有効期限の確認をお願いします。 

 

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。 
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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。 

手順は以下のとおりです。 

 

１ 東京都立図書館ホームページ「蔵書検索」にアクセスする。 

https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/search-detail.do?la

ng=ja 

２ 画面中央の「Ｍｙライブラリ」ボタンからログインする。 

３ 画面左の「利用者情報」設定ボタンをクリックすると「利用者情報変更」

画面に遷移する。 

４ 「利用者情報変更」画面中央のログインＩＤ有効期限の「延長する」に

チェックを入れ、「更新」ボタンをクリックする。 

５ 「利用者情報変更確認」画面で「更新」ボタンをクリックする。 

６ 「利用者情報変更申し込みを受け付けました。」のメッセージが表示さ

れる。 

 

手続きの日から 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。 

※ 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。 

 

 

―――――――――――――――――――― 

【８】都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋ紹介  

―――――――――――――――――――― 

 都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋでは、図書館のイベント情報や休館日等のお

知らせのほか、司書による本の紹介等を掲載しています。 

（１）司書のおすすめ本（月２回） 

（２）新着図書情報（月２回） 

（３）東京２０２０オリンピック・パラリンピックを読む（月２回程度） 

（４）館内ミニ展示紹介（毎月） 

（５）図書館に聞いてみました（質問編・回答編）（月１～２回） 

ぜひご覧ください。 

 

都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋはこちらからご覧になれます。 

https://www.facebook.com/tmlibrary/ 

 

 

―――――――――――――――――――― 

＜＜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。 
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中央図書館のある有栖川宮記念公園では今、梅の花がきれいに咲いていま

す。毎朝その下を通って図書館まで向かうのですが、寒空の下の紅梅白梅に

凛とした美しさを感じます。寒くて長いこと立ち止まって見ていられないと

ころが難ですが、しばらくは楽しみたいと思います。 

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及びメールマガジンに関するご意見・ご要

望は、このメールマガジンの返信でお受けしています。 

→ S0200333★section.metro.tokyo.jp（★の前はエス・ゼロ・ニ・ゼロ・

ゼロ・サン・サン・サンです。★は@に替えて送信してください） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

都立図書館Ｔｗｉｔｔｅｒ  

→ https://twitter.com/tm_library 

都立図書館Ｆａｃｅｂｏｏｋ  

→ https://www.facebook.com/tmlibrary 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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