都立図書館通信

（Ｎｏ．１２５）

みなさま、こんにちは。２月の都立図書館通信です。
１月、東京では慣れない雪に帰宅時間が重なり、混乱もあったようで
す。今季もまだ降雪の可能性があると思いますが、事故等なく暖かい春
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。
★２・３月の休館日：２月１６日（金）、３月１日（木）、１６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】電子書籍サービスの新規コンテンツ導入のお知らせ
【６】登録利用者サービスにおけるログインＩＤ有効期限確認のお願い
【７】ホームページリニューアル及び都立図書館通信の発行日変更の
お知らせ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
――――――――――――――――――――
【１】中央図書館情報
――――――――――――――――――――
■

＜開催中！＞企画展示「「東京」いまむかし～鉄道網の発達による
賑わいの変遷～」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
今回の企画展示では、江戸当時の賑わいと、明治以降の鉄道網の発達
により、東京各地に広がっていった賑わいの様子を、今昔も対比しなが
ら紹介していきます。
図 書館 司 書 によ る ギ ャラリ ート ーク や館 内での スタ ンプ ラリ ーも実
施します。ぜひ、ご参加ください！！
会期

３月１１日（日）まで
午前１０時から午後８時まで（土日は午後５時３０分まで）
※ 期間中（２月１８日（日）を除く）、１５時から司書による資料紹
介を行います。
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/edo_tokyo/tokyo/tabid/4429/Default.aspx

■

＜受付中＞法律情報講演会「弁護士に聞く 知っておきたい相続の
知恵」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
相続に漠然とした不安を感じていませんか？
親族間の“争続”にならないために、必要なこととは。遺言や生前贈
与、遺産分割など、最新の動向を踏まえた様々なお役立ち情報を竹川弁
護士からお話しいただきます。
日時
会場
講師

３月１８日（日）午後２時から４時まで
都立中央図書館 多目的ホール（４階）
竹川 忠芳 弁護士（公益財団法人日本調停協会連合会理事長、
第一東京弁護士会所属）
定員 １００名（参加無料、応募多数の場合は抽選）
申込方法 都立図書館ホームページ又は往復はがき
申込締切 ３月３日（土）（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。
https://www.library.metro.tokyo.jp/edo_tokyo/tabid/4436/Default.aspx

■ ＜受付中＞図書館見学ツアー参加者募集！！
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
人気の図書館見学ツアーを追加企画しました！！
普段は入れない書庫や本の修復の現場をご案内します。ご応募お待ち
しています！
★

ナイトツアー
２月２７日（火）午後７時から午後８時まで 定員１０名（先着順）
★ 美術を知るツアー
３月８日（木）午後２時から午後３時３０分まで 定員１５名（先
着順）
★ 本の修復見学ツアー
３月１５日（木）午後２時から午後３時３０分まで 定員１０名（先
着順）
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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/home/news/tabid/2287/Default.aspx?itemid=1790

■ このほかにも、館内各所で様々なミニ展示等を行っています。
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
２月のイベント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
――――――――――――――――――――
■ ＜開催中！＞ウォール展示「映画雑誌の１００年 『キネマ旬報』
を中心に」
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
都立多摩図書館では、移転オープン１周年を記念し、２月１１日(日)
に３作品を上映する１６ミリ映画フェスティバルを開催しました。これ
にあわせて、『キネマ旬報』を中心に、映画雑誌の１００年をご覧いた
だきます。
『キネマ旬報』は１９１９年に創刊し、来年１００周年を迎える長寿
雑誌です。今回は創刊号（複製版）と、１９６０年代から現在までの資
料をご紹介します。また、当館の創刊号コレクション約７，１００点の
中から、１９２０年代から１９４０年代までの映画雑誌も展示します。
展示を通じ、映画の歴史の流れを感じていただけましたら幸いです。
会期
会場

２月２日（金）から４月４日（水）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 展示ウォール

■ ＜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、都立多摩図書
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。
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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

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

■

都立多摩図書館 ３月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ（入場
無料）
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
日時 ３月４日(日)、１５日(木) 各日とも午後２時から
会場 都立多摩図書館 セミナールーム（２階）
定員 各回２００名（先着順）
【上映作品】
・３月４日（日）
「鉄道員（ぽっぽや）」（１９９９年制作／１１２分）
・３月１５日(木)
ドキュメンタリー「都電物語」（短編６本立て/８０分）
都民の足として都電が活躍した様子を当時のフィルムで紹介 します。
詳しい内容は、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
――――――――――――――――――――
■ 『日本美術家事典 ２０１７年度版』藤森耕英構成・執筆 日本美術
家事典社 ２０１７年３月（都立中央図書館請求記号：Ｒ/７０３．
３／５０１２／２０１７）
＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊
日本の現在活躍している美術家および、物故美術家の詳しい経歴を調べ
ることができます。内容は、「現代作家篇」と「物故者篇」で構成されて
います。
「現代作家篇」は、現在制作活動中の日本の美術家を、日本画、洋画、
彫刻、工芸、書に大別し、所属や経歴が掲載されています。この中には、
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全国的に紹介される機会の少ない作家も収載されています。
「物故作家篇」は、明治以降の主要な作家について、専門や経歴等が掲
載されています。
また、巻末には、各篇ごとの氏名の５０音順索引があります。

――――――――――――――――――――
【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「東京の『鉄道』いまむかし～鉄道編～」です。
明治５年１０月１４日、新橋～横浜間に鉄道が本格開業して１４０有
余年。首都圏の鉄道網は放射線状に広がり、首都圏で生活する人々の欠
かせない足になっています。
鉄道開業当時は、新橋～横浜間の片道切符の一番安い料金が３７銭５
厘でした。当時の普通の勤め人の月給が１０円程度であったということ
から、いかに高かったかがわかります。
また、当時の切符の裏には、注意書きが刷り込まれていましたが、日
本語ではなく、英・仏・独の３か国語で書かれていたそうです。驚きで
すね。
今回のクローズアップ都市・東京情報では、東京の鉄道の歴史を辿り、
その発展を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/4501/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
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――――――――――――――――――――――――――
【５】電子書籍サービスの新規コンテンツ導入のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――
都立図書館では、端末の館内貸出により電子書籍サービスを実施し、
紙媒体資料とあわせてご提供することで、利用者の皆様の調査・研究を
支援しています。
新 しく ご 利 用い た だ けるよ うに なっ た電 子書籍 コン テン ツを ご紹介
します。
● ＥＢＳＣＯ ｅＢｏｏｋｓが提供する電子書籍コンテンツ
・英語の児童書や多読向けの資料（“Ｆｉｓｈ ｉｎ ａ ｔｒｅｅ”
など）
・オリンピック・パラリンピックに関する資料（『東京２０２５ポス
ト五輪の都市戦略』 など）
・東京に関する資料（“Ｔｏｋｙｏ Ｇｅｅｋ‘ｓ Ｇｕｉｄｅ”な
ど）
これらを中心に、和図書約１４０タイトル、洋図書約５６０タイト
ルを追加しました。
● ＴＲＣ－ＤＬが提供する電子書籍コンテンツ
・東洋経済ｅビジネス新書（雑誌『週刊東洋経済』に掲載された特集
記事などを編集したもの）
・朝日新聞ｓｅｌｅｃｔ（『朝日新聞』や朝日新聞社の雑誌に掲載さ
れた連載・特集記事などを編集したもの）
など、コンパクトで読みやすいコンテンツを追加しました。
利用方法は、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

―――――――――――――――――――――――――――――――
【６】登録利用者サービスにおけるログインＩＤ有効期限確認のお願い
―――――――――――――――――――――――――――――――
■ 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２９
年１２月３１日」までの方の更新期限は、平成３０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
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限の確認と有効期限の延長をお願いいたします。
ログインＩＤの有効期限が平成２９（２０１７）年１２月３１日まで
となっている方の更新期限は、平成３０（２０１８）年３月３１日まで
です。
有効期限の確認と延長は、「利用者情報変更」の画面で行うことがで
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 Ｗｅ ｂ サービ スメニ ュー にアクセ
スする。
https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/login.do?dispatch=/opac/mylibrary.do&every=1
２ 画面中央の「Ｍｙライブラリ」ボタンからログインする。
３ 画面右の「利用者情報」設定ボタンをクリックして「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。
※ パスワードを変更しない場合は、空欄のままでかまいません。
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付ました。」とメッセージが表示さ
れます。
手続きの日から１年間延長されます。
今後もご利用お待ちしております。
※

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。
※ 平成２８年１２月までに登録いただいた方の更新期限は、平成３０
年３月末までです。
※ 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。

―――――――――――――――――――――――――――――――
【７】ホームページリニューアル及び都立図書館通信の発行日変更の
お知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――
東京都立図書館ホームページは、平成３０年３月中旬にリニューア
ルを予定しています。
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これに伴い、毎月１５日に発行している都立図書館通信の発行日を、
次号（Ｎｏ．１２６）は、３月２０日とさせていただきます。
今後もご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜＜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。
インフルエンザが猛威をふるっているようです。うがい、手洗いをし
て、罹患しないようどうぞお気を付けください。
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３０年２月１５日発行
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