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都立図書館通信（Ｎｏ．１３８） 

 

みなさま、こんにちは。３月の都立図書館通信です。 

次第に暖かい日が増え、外に出かけるのが楽しい季節になってきまし

たね。今月の「クローズアップ都市・東京情報」のテーマは、「春の東

京を歩く」。お出かけの参考に、ぜひご覧ください。 

都立中央図書館では、企画展示「Ｖａｍｏｓ ａｌ Ｐｅｒｕ！ ～

ペルーに渡った日本人～」を開催中。ペルー映画上映会やペルー講座な

ど、関連イベントも盛りだくさんです。 

都立多摩図書館では、３月２２日（金）から、平成の３０年間をたど

る企画展示「ヘイセイ→→→ミライ ～平成から未来へ～」を開催しま

す。 

お散歩もかねて、ぜひ都立図書館へお越しください。 

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。 

 

＜ 目次 ＞＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【１】中央図書館情報 

【２】多摩図書館情報 

【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

【５】都市・東京情報 

【６】東京都立図書館協議会開催のお知らせ 

【７】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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★３月・４月の休館日：本日３月１５日（金）、４月４日（木）、４月１

９日（金） 

★ミニ展示等の詳細は、今月のイベントガイドをご覧ください。 

 https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■ペルー日本人移住１２０周年・２０１９年日本ペルー交流年記念展示

「Ｖａｍｏｓ ａｌ Ｐｅｒｕ！ ～ペルーに渡った日本人～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

日本の裏側、南米・ペルー。実は日本と関わりが深い国なんです。そん

なペルーにゆかりのある日本人や日系人の方々、古代遺跡、ナスカの地



 2

上絵、鮮やかな民族衣装、ペルー料理など、ペルーの魅力を展示でご紹

介します。会期中には、映画会や講座等のイベントも予定しています。

ぜひご来場ください！ 

【会期】５月２６日（日）まで 

午前１０時から午後８時４５分まで（土日祝は午後５時３０分まで） 

【会場】都立中央図書館 ４階 企画展示室 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5098_

20190130.html 

 

■ ペルー映画上映会「Ｕｎａ ｓｏｍｂｒａ ａｌ ｆｒｅｎｔｅ」

（ウナ・ソンブラ・アル・フレンテ） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【あらすじ】 

２０世紀初頭ペルー。若き道路技師エンリケ・アエトは、アマゾン川か

ら遠く離れた地域に国内の主要道路をつなぐという大志を抱いてい

た・・・ペルー新生共和国における、大きな変化の時代を克明に描いた

大作です。 

※大人向けの内容です。 

（１３５分 スペイン語、日本語字幕付き ２００７年 英語タイト

ル：Crossing A Shadow） 

【日時】 

・３月１７日（日）午後２時から４時３０分まで（午後１時３０分開場） 

・５月１１日（土）午後２時から４時３０分まで（午後１時３０分開場） 

【会場】都立中央図書館 ４階 多目的ホール（先着１００名） 

 

■ もっと知りたい！「ペルー講座」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

駐日ペルー大使館商務部商務参事官のルイス・エルゲロ氏を講師にお迎

えし、有名なマチュピチュなどだけではないペルーの観光名所の魅力や、

近年世界でも注目を浴びているペルー料理について、映像をまじえなが

らお話しいただきます。（日本語通訳付き） 

【第１回】 

“マチュピチュ”だけじゃない！ペルー観光名所の魅力 

４月１３日（土）午後２時から３時３０分頃まで 

【第２回】 

世界一の美食大国ペルー～魅惑の食文化～ 

５月２５日（土）午後２時から３時３０分頃まで 

【会場（各回とも）】 

都立中央図書館 ４階 企画展示室（先着３０名程度） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5098_
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20190130.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■ 企画展示「ヘイセイ→→→ミライ ～平成から未来へ～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

皆さんにとって、「平成」とはどんな時代だったでしょうか。また、こ

の先、どのような時代になっていくのでしょうか。 

新しい時代が始まろうとしている今、必見の展示です！ 

今回の展示では、各年のベストセラー・創刊誌から平成の３０年間をた

どるほか、アイドル雑誌・テレビ情報誌を通して「平成のエンターテイ

ンメント」、経済誌を通して「平成のヒット商品」などを振り返ります。 

また、ＡＩ（人工知能）など、これからの時代に欠かせないテーマを取

り上げた雑誌もご紹介します。 

【会期】３月２２日（金）から６月１０日（月）まで 

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア 

 

■ 都立多摩図書館 ３月・４月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】３月２１日(木・祝)、４月７日（日）、４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） 

【上映作品】 

・３月２１日（木・祝）「世界のアニメ イギリス」（合計９０分） 

（１）妖精のおくりもの 

（２）ハレウィンの甘い歌声 

（３）豆から生まれたピレン 

（４）人魚に恋した男 

（５）リンゴの精と王子様 

（６）グランパ すてきなおじいちゃん 

 

・４月７日（日）「青春デンデケデケデケ」（１９９２年/１３３分） 

 

・４月１８日（木）「東京の島」 

（１）神々が集う島 神津島 

（２）ハートアイランド式根島 

（３）式根島 
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（４）トロピカル東京 小笠原 

（５）小笠原 この自然を誰に 

（６）大きく育て！ アオウミガメ 小笠原の自然に生きる 

 

【問合せ先】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０ 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「ロックバンド・ＱＵＥＥＮ」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

２０１８年に公開され、日本でも大ヒットとなった映画「ボヘミアン・

ラプソディ」。１９７０年～１９８０年代を中心に活躍したイギリスの

ロックバンド、ＱＵＥＥＮ（クイーン）の伝記映画です。映画が若い世

代にも注目され、今、ＱＵＥＥＮのリバイバルブームが起きています。 

都立図書館では、ＱＵＥＥＮがどんなバンドだったのかということや、

幅広い世代に愛される彼らの楽曲の背景を知ることができる本や雑誌

を所蔵しています。 

イギリスのロック音楽に関する本等と合わせてお楽しみください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/pickup/201903/index

.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 

 

■ 司書が選ぶ調べものに使える本 

『江戸時代生活文化事典  重宝記が伝える江戸の智恵』上・下 

（長友千代治編著 勉誠出版 ２０１８年２月 都立中央図書館請求

記号:Ｒ／３８２．１／５８５６／１～２） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

江戸時代を通じて「重宝記」と題する日常生活の必要常識を集成したハ

ンディーな実用書が盛んに出版されました。『女（男）重宝記』『武家重

宝記』『願掛重宝記』等々・・・。その内容は、日用事典や往来物から、

教養、文字尽、礼法、服飾、俗信、年暦、算法、経世、医薬方、農業、

工業、商業、地誌、料理、食物、遊芸、遊里にまで及びます。元禄年間

には好色本同様の売れ行きがあったということです。 

本書は、近世文学及び出版研究のスペシャリストである著者の編集した
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『重宝記資料集成』全４６冊（臨川書店 ２００４年～２００９年）所

収のものを中心に、約２５０点から採録した記事を整理して立項し、原

文に忠実に、分かりやすく現代語訳したものです。５０音順に排列した

項目は１５，０００を超え、「重宝記」掲載の図版も豊富に収録し、下

巻の巻末には５０音順の掲載項目一覧を付しています。 

江戸時代の文学・歴史・風俗などの本質的な理解に大いに役立つ事典で

す。 

 

―――――――――――――――――――― 

【５】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「『春の東京を歩く』の巻」です。 

 

春の訪れが近づいています。桜の開花が待ち遠しくなる時期ですね。都

内の各公園では、桜に関する様々なイベントが行われます。 

また、東京都では２０２０年に向けて、観光を活性化する数々の取組が

継続的に行われています。 

暖かい春の日、都内の散歩や観光に出かけて、新たな東京の魅力を発見

してみませんか？ 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、思わず出かけたくなるよう

な、東京の散歩コースや観光に関する資料をご紹介します。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190

307/ 

 

■ 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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/

monthly/201903/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【６】東京都立図書館協議会開催のお知らせ 

―――――――――――――――――――― 
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東京都立図書館では、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７回定例会を下記により開催

しますので、お知らせいたします。 

 

【日時】３月１８日（月）午後３時から５時まで 

【会場】東京都立中央図書館 ４階 第２・３研修室（港区南麻布５－

７－１３） 

【議題】第２８期東京都立図書館協議会提言について 

【傍聴の申込み】傍聴をご希望の方は、当日、都立中央図書館事務用入

口から入館の上、午後２時４５分までに４階傍聴者控室にお集まりくだ

さい。 

希望者が６名を超える場合は抽選となります。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/about_us/kyougikai/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【７】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

の確認と延長をお願いいたします。 

ログインＩＤの有効期限が平成３０（２０１８）年１２月３１日までと

なっている方の更新期限は、平成３１（２０１９）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 Ｗｅｂ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?dispa

tch=/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。 
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（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。

※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。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

新年度まであと少し。転機を迎える方も多いことと思います。 

何かと慌ただしい季節ですが、皆様それぞれの春を迎えられることを、

願っています。 

来月号でまたお会いしましょう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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。 

→ https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■メールマガジンの配信中止、登録情報の変更は、都立図書館ホームペ

ージの「メールマガジン」のページから行えます。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/ 

 

■メールマガジンに関するご意見・ご要望は、本メールマガジンの送信

アドレスへ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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「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３１年３月１５日発行 


