都立図書館通信

（Ｎｏ．１２３）

みなさま、こんにちは。１２月の都立図書館通信です。
いよいよ師走。今年も残りわずかとなりました。何かと慌ただしく過
ぎてしまいそうですが、心穏やかに新しい年を迎えたいですね。
今月も、様々な情報を皆様にお届けいたします。どうぞお付き合いく
ださい。
★１２・１月の休館日：１２月１５日（金）、２９日（金）～１月３日
（水）、１１日（木）、１９日（金）
＜ 目次 ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【１】中央図書館情報
【２】多摩図書館情報
【３】司書が選ぶ調べものに使える本
【４】都市・東京情報
【５】東京都立図書館協議会開催のお知らせ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
――――――――――――――――――――
【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７ 回－ アフ リカ Ｐ ａｒ
ｔ２編」
○同時開催：機関誌『アフリカ』表紙原画展、「アフリカ講座」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立中央図書館では、世界の国・地域の生活や文化を、豊富な所蔵資
料を使って紹介するシリーズ展示を行っています。東京２０２０大会の
開催を３年後に控えた今、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？
第７回目は、エチオピアやカメルーン、南アフリカ共和国など、中部・
東部・南部アフリカを中心とした３２か国を取り上げています。
シリーズ最終回となる今回は、ケニアの風景や人々を描いたアフリカ
協会の機関誌『アフリカ』の表紙画の原画展を同時開催！
さらに、アフリカ文化を楽しく学べる「アフリカ講座」を開催してい
ます。
会期

平成３０年１月１４日（日）まで
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会場

午前１０時から午後８時まで（土日祝は午後５時３０分まで）
都立中央図書館 企画展示室（４階）

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=1702
【アフリカ講座】
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７回－アフリカＰａｒｔ２編」
にあわせて、元大使等による、アフリカ文化を楽しく学ぶ「アフリカ講
座」を全６回開催します。ぜひ、ご参加ください。
○第５回「描きながら考えたアフリカ」
（機関誌『アフリカ』表紙原画展ギャラリートーク）
日付 １２月１６日（土）
講師 坂田泉氏
（ＯＳＡジャパン会長、建築家、アフリカ協会特別研究員）
○第６回「南部アフリカの人はどんな暮らしをしているのか」
日付 １２月１９日（火）
講師 福田米蔵氏
（元ジンバブエ大使、アフリカ協会特別研究員）
＊各回共通＊
時間
午後２時から午後３時まで
会場
都立中央図書館 ４階企画展示室
その他 事前申込不要、無料
問合せ ０３－３４４２－８４５１（代）
■ 都立中央図書館「図書館見学ツアー」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立中央図書館の図書館見学ツアーに参加してみませんか。バックヤ
ードツアーでは、普段は入れない書庫や本の修繕の現場を見学します。
また、和装本作り体験や、美術に関するツアーも開催します。
◇バックヤードツアー
日時 平成３０年１月１８日（木） 午後２時～午後３時３０分
定員 １０名
◇本の修復見学と和装本づくりツアー
日時 平成３０年２月２１日（水） 午後２時～午後４時３０分
定員 １５名
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◇美術を知るツアー
日時 平成３０年３月８日（木）
定員 １５名

午後２時～午後３時３０分

申込み（各回共通） １２月１８日（月）から受付開始（先着順、無料）
来館（１階総合案内・相談カウンター）または
電話（０３－３４４２－８４５１（代））でお申込みください。
■

＜締切間近！１２月２５日（月）まで＞伝統文化に関する講演会
「私見 日本の美術」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立中央図書館では、現代アートの最前線で活躍する画家・山口晃氏
を講師に迎えて、日本の美術をテーマにした講演会を開催します。伝統
的な手法に現代的なモチーフを自由に混在させ、緻密な作品を生み出す
山口氏が、日本の美術の魅力について私見を語ります。
講師 山口 晃(やまぐち あきら)氏（画家）
日時 平成３０年１月２１日（日）午後２時～午後４時
会場 都立中央図書館 ４階 多目的ホール
定員 １００名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 無料
申込み 都立図書館ホームページ又は往復はがき
締切り １２月２５日（月）（往復はがきは消印有効）
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/tabid/4415/Default.aspx

■

＜参加者募集＞平成２９年度リーダー講演会
「誰もが楽しく働ける社会を作るための工程表」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
す べて の 人 が自 分 ら しく輝 くこ との でき る社会 をつ くる ため には何
が必要なのでしょうか？女性の活躍をさらに進めていくためには、様々
な分野への女性の参画拡大や男性の暮らし方・意識の変革などが求めら
れています。リーダーとしても、生物学者としても活躍されている長谷
川眞理子さんに、“ヒト”を生物のひとつとして捉える女性科学者独自
の視点から、女性や男性の働き方や、楽しく働くためのヒントなどにつ
いてお話しいただきます。
日時

平成３０年１月２７日（土） 午後２時から午後４時まで
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会場
講師

都立中央図書館 多目的ホール(４階)
長谷川 眞理子（はせがわまりこ）
（国立大学法人 総合研究大学院大学 学長）
定員 １００名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 無料
申込み 都立図書館ホームページ又は往復はがき
締切り 平成３０年１月１０日（水）（往復はがきは消印有効）
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/4345/default.aspx

■ このほかにも、館内各所で様々なミニ展示を行っています。
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
１２月の展示ガイドはこちらからご覧いただけます。
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１周年記念イベントを開催します！
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立多摩図書館は、国分寺市に移転オープンして間もなく１周年を迎
えます。
オープン以降、多くの方々にご来館いただき、すでに来館者数が２２
万人を超えました。これからも、人が集い、学び合う場として、より多
くの方にご利用いただける図書館でありたいという思いを込め、次のと
おり、記念イベントを実施します。
この機会にぜひ、都立多摩図書館にお越しください！！
１

紺野美沙子さんトークイベント「あなたが輝く言葉とメロディ」
俳優の紺野美沙子さんをお招きして、本や読書の魅力についてお話
していただきます。
また、作曲家・ピアニストの中村由利子さんのピアノ演奏に合わせ
た朗読や、会場の皆さんとの群読もあります。

日時
会場
定員

平成３０年１月２８日（日） 午後２時から午後３時３０分まで
都立多摩図書館２階 セミナールーム
２００名（応募者多数の場合は抽選）
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参加費 無料
応募方法 都立図書館ホームページ、往復はがき、ＦＡＸのいずれか
締切り
平成３０年１月１７日（水）（往復はがきは消印有効）
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=1748
２

バックヤードツアー
普段は入ることのできない書庫をじっくりご案内します。

【第１回】「貴重コレクション案内ツアー」
日時 平成３０年１月２８日（日）午後４時から午後５時まで
【第２回】「東京マガジンバンクの雑誌を知るツアー」
日時 平成３０年２月４日（日）午後４時から午後５時まで
【バックヤードツアー各回共通】
定員 各回２０名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 無料
応募方法 都立図書館ホームページ、往復はがき、ＦＡＸのいずれか
締切り
平成３０年１月１７日（水）（往復はがきは消印有効）
３

１６ミリ映画フェスティバル
日付 平成３０年２月１１日（日）
時間及び上映作品
【第１回】午前９時４５分から
「はやぶさ 遥かなる帰還」（２０１２年制作、１３６分）
【第２回】午後０時４５分から
「魔女の宅急便」（１９８９年制作、１０２分）
【第３回】午後２時４５分から
「ニュー・シネマ・パラダイス」
（１９８８年制作、１２４分）
会場 都立多摩図書館２階 セミナールーム
定員 各回２００名（入場券配布）
参加費 無料
※ 入場券は、都立多摩図書館内にて、次の時間に配布します。
① ２月１０日（土）午前１０時～
② ２月１１日（日）午前８時４５分～
なお、両日とも予定枚数に達した時点で配布を終了します。
４

図書館ひみつ探検隊
クイズに答えながら館内を探検することによって、図書館の楽しさ
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を学んだり、新しい発見ができる小学生対象のイベントです。
実施日 【第１回】平成３０年１月２８日（日）
【第２回】平成３０年２月４日（日）
【第３回】平成３０年２月１１日（日）
会場 都立多摩図書館 こどものへや
参加費 無料
※ 事前申込は不要です。上記実施日の開館時間中、いつでも参加でき
ます。
○

上記イベントのほか、都立多摩図書館の“とっておきの魅力”を紹
介する「メッセージボード」や、写真を撮ってＳＮＳへ発信できる「フ
ォトフレーム」を設置して、館内をにぎやかに彩ります！！
設置期間：平成３０年２月１８日（日）まで

■ ＜開催中！＞東京マガジンバンク企画展示「雑誌の未来を考える」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
雑誌を取り巻く状況は今、大きな変革期にあるといっても過言ではあ
りません。今回の展示では、＜知る。-雑誌の歴史-＞＜つなぐ。-雑誌
×人-＞＜考える。-雑誌の未来-＞の３つのコーナーで、当館所蔵の雑
誌を展示しています。
また、今年度から本格実施している「東京マガジンバンクカレッジ」
事業の 1 年間の成果や雑誌に関わる方たちからいただいたメッセージを
ご紹介しています。
私たちと一緒に雑誌の未来を考えてみませんか。
会期
会場

平成３０年３月１５日（木）まで
午前１０時から午後９時まで（土日祝は午後５時３０分まで）
都立多摩図書館 展示エリア

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=1743

■ ＜開催中＞ウォール展示「世界の女性誌から ～ＶＯＧＵＥ～」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立多摩図書館では、女性誌に力を入れて収集しています。
１８９２年１２月、ニューヨークで創刊された『ＶＯＧＵＥ』は、今
や世界各国で出版され、女性誌の代表的な存在です。今回は、当館が所
蔵する１０か国版と、関連資料をご紹介します。展示を通じ、世界の多
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様な生活や文化を感じていただけましたら幸いです。
会期 平成３０年１月３１日（水）まで
会場 都立多摩図書館 展示ウォール

■

＜参加者募集＞「東京マガジンバンクカレッジ」イベント（平成
２９年度後期）
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
「東京マガジンバンクカレッジ」では雑誌の魅力を「知る・創る・伝
える」をコンセプトに連続セミナーや講演会等のイベントを実施します。
ぜひ、ご参加ください！！
１

連続セミナー「雑誌の過去・現在・未来」（雑誌総合セクション）
発行部数の減少や相次ぐ休刊など、雑誌はいま、かつてない危機を
迎えています。その中で雑誌が果たす役割や活路はどこにあるのでし
ょうか。講師と会場をつなぐモデレーターとともに、雑誌編集の現場
と 実 情に つ い て 熟 知 し た 講師 か ら 雑 誌 の こ れ から に つ い て お 話 を伺
います。（第１回は終了しました。）

【第２回】「役に立つ雑誌、とは？」
日時 １２月１７日（日）午後２時から午後４時まで
講師 久我 英二（くが えいじ）氏
株式会社暮しの手帖社編集局長兼営業企画部長
元株式会社マガジンハウス執行役員編集局長
【第３回】「雑誌の再起動」
日時 平成３０年２月４日（日）午後２時から午後４時まで
講師 仲俣 暁生（なかまた あきお）氏
フリー編集者、文筆家。ウェブサイト『マガジン航』編集発行人。
著作に『再起動せよと雑誌はいう』（京阪神エルマガジン社）、編
著『ブックビジネス２．０』（実業之日本社）等多数
【連続セミナー各回共通】
モデレーター 清水 一彦（しみず かずひこ）氏
江戸川大学メディアコミュニケーション学部
マス・コミ ュニケーション学科教授、
元『ＰＯＰＥＹＥ』編集長
会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階）
定員 各回１２０名程度
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参加費 無料
※ 講演会後、図書館司書等によるマガジントークを実施するほか、関
連する雑誌を展示します。
※ １回のみでもご応募いただけます。
２

現場探訪 ～雑誌『多摩のあゆみ』の魅力に迫る～
（多摩セクション）
「茶の間の郷土誌」として４０年以上にわたり多摩地域で愛されてい
る、雑誌『多摩のあゆみ』の編集者の方に、その魅力をお話しいただき
ます。併せて、同誌を発行するたましん地域文化財団の「歴史資料室」
を見学し、多様な多摩地域の資料を通して豊かな歴史や文化を学びます。
日時

平成３０年２月２１日（水）
午後２時３０分から午後４時３０分まで
会場 公益財団法人たましん地域文化財団 歴史資料室（国立市）
※ 現地集合、現地解散になります。
定員 ２０名程度
参加費 無料
「東京マガジンバンクカレッジ」イベントの詳細は、都立図書館ホーム
ページをご覧ください。
※申し込みもこちらから！！
http://www.library.metro.tokyo.jp/tabid/4373/Default.aspx

■ 都立多摩図書館１２月・１月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
日時 １２月２１日（木）、１月７日（日）、１月１８日（木）
各日とも午後２時から
会場 都立多摩図書館 ２階セミナールーム
定員 各回２００名（先着順）
参加費 無料
【上映作品】
・１２月２１日(木)
劇映画「クリスマス・ツリー」
（１９６９年制作／１０８分／仏映画）
・１月７日（日）
長編アニメ「時の支配者 素晴らしき宇宙冒険」
（１９８２年制作/７３分/仏・ベルギー映画）
・１月１８日(木)
ドキュメンタリー「宇宙へのフロンティア」
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（１９８８年制作/８０分/アメリカ映画）
詳しい内容につきましては、都立図書館ホームページの「都立多摩図書
館映画会」のページをご覧ください。
http://www.library.metro.tokyo.jp/guide/tama_library/tabid/1415/Default.aspx

――――――――――――――――――――
【３】司書が選ぶ調べものに使える本
――――――――――――――――――――
■ 『日本子ども資料年鑑（２０１７）』 母子愛育会愛育研究所／編 Ｋ
ＴＣ中央出版 ２０１７．２（中央図書館請求記号：Ｒ／３７０．５／
３００１／２０１７）
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
子どもに関する統計資料を、広範囲かつ体系的にまとめた資料。１９８
８年創刊です。小学生から高校生を中心に、乳幼児から大学生までの統計
資料をご覧になれます。収録内容は、子どもの教育、人口、発達、家庭環
境、保健、福祉、生活、行動問題など多岐にわたり、「小学生の好きな食
べ物・嫌いな食べ物」や「保護者が考える子どもにインターネットを使わ
せ始める適切な時期」といった生活に密着した意識調査も多く収録してい
ます。
目次は項目別、索引は地域別とアイウエオ順があり、各章の始めに図・
表の一覧があります。
家計所得や地域福祉活動など、直接子どもを調査対象にしていない統計
も含むため、社会全体との関連性を考察することもできます。子どもに関
する統計を横断的に調べる際や、子育てに悩める利用者に参考数値として
提供できるほか、多角的に今日の子どもを取り巻く状況を知ることができ
る１冊です。

――――――――――――――――――――
【４】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「『日本最古の動物園 上野動物園』の巻」です。
上野公園内にある上野動物園は、日本で最初に作られた動物園です。
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１３０年以上の歴史をもつ上野動物園では、約３５０種２，５００点の
動物が飼育されており、都心でありながらたくさんの動物たちと触れ合
うことができます。
特に人気の高い動物としては、ジャイアントパンダが有名です。現在
はオスのリーリーとメスのシンシンがいますが、今年６月にはパンダの
赤ちゃんシャンシャンも生まれ、その愛らしい姿が連日ニュースとなっ
ています。間もなく公開を迎え、ますます盛り上がりを見せ、注目を集
めています。
今回のクローズアップ都市・東京情報では、上野動物園の歴史や園内
の動物達等について、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/4421/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/edo_tokyo/tokyo/tokyo_month/tabid/1036/Default.aspx

――――――――――――――――――――
【５】東京都立図書館協議会開催のお知らせ
――――――――――――――――――――
都立図書館では、館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図
書館のサービスについて館長に意見を述べる機関として、図書館法に定
められている図書館協議会を設置しています。
この度、東京都立図書館協議会第２８期第２回定例会を以下のとおり
開催しますので、お知らせいたします。
日時
会場
議題

１２月２１日（木）午後４時から午後５時３０分まで
都立中央図書館 ４階 第２・３研修室
（１）多様な学習形態や利用スタイルに応じた利用環境について
（２）平成２８年度東京都立図書館自己評価について

●傍聴の申込み
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傍聴をご希望の方は、①メール・電話による事前申込み（１２月１８
日（月）午後３時まで ３名程度）、②当日来館による申込み（３名程
度）のいずれかの方法でお申込みください。
なお、希望者多数の場合は、申込み方法ごとの抽選となります。
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/2084/Default.aspx

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜＜編集後記＞＞
今月号も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
中央図書館１階に、カフェがオープンします。読書や調べものの疲れ
を癒しに、また有栖川公園散策の休憩に、ぜひお立寄りください。
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。
どうぞ、よい年をお迎えください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「都立図書館通信」編集部
（東京都立中央図書館管理部企画経営課内）
平成２９年１２月１５日発行
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