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都立図書館通信（Ｎｏ．１４４） 

 

みなさま、こんにちは。９月の都立図書館通信です。 

この度の台風１５号で被害を受けた方々に、心よりお見舞い申し上げま

す。 

 

今月２０日に、いよいよラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会

が開幕します。都立中央図書館では、試合をより一層楽しむためのミニ

展示を行っています。この機会にぜひご覧ください。 

それでは、今月も様々な情報を皆様にお届けいたしますので、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】都市・東京情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は無料です。 

★９月・１０月の休館日：９月２０日（金）、１０月３日（木）、１０月

１８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 

――――――――――――――――――――  

■ 企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！～東京２０２０大会

まであと１年～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

これまでのオリンピック・パラリンピック大会に選手団を派遣してきた、

約２００の国と地域に関する本や情報を一挙にご紹介しています。 

国旗の由来やその国に関する豆知識など、知ると楽しい情報が満載。そ

れぞれの国や地域別の資料リストも展示しています。また、これまでに

開催された夏季オリンピック・パラリンピックについて深く知ることが

できる資料もご紹介します。 

【会期】１０月２日（水）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 

 

■ シュトゥットガルト・メディア大学主催 巡回展示 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/
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「ＤＥＵＴＳＣＨＥＲ ＦＯＴＯＢＵＣＨＰＲＥＩＳ １８｜１９」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

ドイツ語圏の写真集を対象とした書籍賞「ＤＥＵＴＳＣＨＥＲ ＦＯＴ

ＯＢＵＣＨＰＲＥＩＳ」の受賞作及びノミネート作品の展示が初来日し

ます。「ゲーテ・インスティトゥート東京 図書館」から始まる巡回展示

です。 

【会期】１０月５日（土）から１０月１７日（木）まで 

午前１０時から午後８時４５分まで（土日祝・最終日は午後５時３０分

まで） 

【会場】都立中央図書館 ４階 企画展示室 

 

■ 都立中央図書館「ショートセミナー」のお知らせ（９月～１０月） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

都立中央図書館のオンラインデータベースや所蔵資料の活用方法をテ

ーマごとに紹介します。事前申込みは不要、初心者の方向けの内容です。

ぜひお気軽にご参加ください！ 

【日時】 

○官報を使いこなす 

 ９月１８日（水）午後７時から７時３０分まで 

○統計情報の調べ方 

９月２６日（木）午後３時から３時３０分まで 

○海外ビジネス情報の調べ方 

１０月１６日（水）午後３時から３時３０分まで 

○新聞記事探索 

１０月２４日（木）午後３時から３時３０分まで 

○企業情報の調べ方 

１０月２７日（日）午後３時から３時３０分まで 

 

詳細は、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_databa

se/short_seminar/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

■＜申込受付中！＞都立多摩図書館東京マガジンバンクカレッジ講演

会・地域散歩  

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊  

多摩地域（特に国分寺市・府中市）は、現在の東京都や埼玉県の多くの

地域と神奈川県北東部が属していた武蔵国の中心地でした。講演会では、

https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/service/online_database/short_seminar/index.html
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教科書などで学んだ日本史の知識を史跡・文化財と結びつけ、奈良時

代・平安時代の多摩の歴史を読み解き、その魅力に迫ります。また、地

域散歩では、今でも古代の史跡や文化財が数多く残る国分寺市・府中市

を講師と共に巡ります。  

 

・講演会「武蔵国の中枢としての『多摩の魅力』―教科書と史跡・文化

財から古代の多摩を読み解く―」  

【日時】１０月６日（日）午前９時３０分から１１時３０分まで  

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム  

 

・地域散歩「武蔵国の国分寺と武蔵国府を訪ねて」  

【日時】１０月６日（日）午後１時から５時まで（小雨決行、荒天中止） 

【場所】史跡や歴史資料館等の施設。都立多摩図書館から分倍河原駅ま

で歩く。 

【費用】交通費や施設の入館料等は自己負担  

【定員】 

ア 講演会のみ参加 ９０名 

イ 講演会・地域散歩参加 ３０名  

応募多数の場合は、ア・イそれぞれについて抽選  

【講師】仙田 直人（せんだ なおと）氏（品川女子学院校長）  

【申込方法】  

（１）都立図書館ホームページ  

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5295_20190

807.html 

（２）電話 ０４２－３５９－４０２０  

（３）来館 都立多摩図書館 １階 相談カウンター  

【申込締切】９月２３日（月・祝）  

 

■ 企画展示「サイエンス・ブック・ラボ」および関連イベントを開催

します 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊  

１ 企画展示「サイエンス・ブック・ラボ」  

科学の研究の原点は、わたしたちの身近な感覚です。  

不思議に思うときのそわそわ、気づいたときのわくわく、発見したとき

のどきどき。そんな気持ちを経験したことのある人なら、誰でも科学を

楽しめます。  

本展では、読み終えたあとに世界を見る目が少し変わるような、科学の

面白さを伝える本を自然科学の各分野から選んで展示します。  

【期間】１２月４日（水）まで  

【会場】都立多摩図書館 １階 展示エリア  

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5295_20190807.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/seminar/5295_20190807.html
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・ポイント１ 「科学タイプ診断チャート」を辿って興味に応じたブー

スを見てみよう！  

・ポイント２ 「科学者たちの研究室」 研究室をのぞくような気分が

味わえます。  

・ポイント３ 「科学×図書館  謎解きラリー」科学にまつわる謎を解

きながら、図書館の中をぐるりと巡ろう！  

 

２ 講演会「大宇宙、ブラックホールへの挑戦」  

ラジオ「子ども科学電話相談」でもおなじみの本間希樹先生が、人類で

初めて撮影に成功したブラックホール研究プロジェクトや、これまでの

研究者としてのキャリアなどについてお話しします。  

※生徒と図書館をつなぐ取組事業  

【日時】１０月２７日（日）午後２時から４時まで（講演会後、希望者

には図書館ツアーを行います。）  

【会場】都立多摩図書館 ２階 セミナールーム  

【定員】１２０名（どなたでも応募できますが、応募多数の場合は中高

生を優先して抽選することがあります。）  

【講師】本間 希樹（ほんま まれき）氏 （国立天文台水沢ＶＬＢＩ

観測所教授・所長）  

【申込方法】  

（１）都立図書館ホームページ申込フォーム  

https://www.library.metro.tokyo.jp/cat2801/index.html 

（２）電話 ０４２－３５９－４１０９  

（３）来館 都立多摩図書館 １階 こどものへやカウンター 

【申込締切】１０月１１日（金）  

 

企画展示、関連イベントの詳細は、都立図書館ホームページをご覧くだ

さい。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5721_2019

0820.html 

 

■ 都立多摩図書館 ９月・１０月の１６ミリフィルム映画会のお知ら

せ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊  

【日時】９月１９日（木）、１０月６日（日）、１０月１７日（木）  

各日午後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】  

・９月１９日（木）  

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5721_20190820.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/5721_20190820.html
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 「ドキュメンタリー ～多摩の自然～」 

 （１）動物と語ろう 多摩動物公園  

 （２）春を創る 昆虫生態園・熱帯植物園  

 （３）東京に残る湯の里 青梅・岩蔵温泉  

 （４）森ある星のおとぎ話し 東京の水源林  

 （５）緑のダム 水源林を訪ねて  

 （６）よみがえる多摩の大昔 －旧石器時代～縄文時代－  

 （合計７５分）  

・１０月６日（日）  

 「アニメ ～ＳＦアニメ特集～」  

 （１）パワーズ・オブ・テン －銀河から原子まで－  

 （２）とびまわる皿（※縦キズあり）  

 （３）飛び出せ宇宙へ（※褪色あり）  

 （４）雨はやさしく 

 （５）第三惑星の秘密  

 （合計９３分）  

・１０月１７日（木） 

 「ドキュメンタリー ～物理学の世界～」  

 （１）パワーズ・オブ・テン －銀河から原子まで－  

 （２）ガリレオの落体実験・マイケル・ファラデーの電磁誘導実験  

 （３）物質量を調べる・化学変化の量的変化  

 （４）映像評伝 朝永振一郎  

 （合計９０分）  

 

※『パワーズ・オブ・テン －銀河から原子まで－』は書籍版を企画展

示「サイエンス・ブック・ラボ」にて展示します。  

 

詳細は、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。  

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

 

【問合せ】都立多摩図書館 ０４２－３５９－４０２０  

 

―――――――――――――――――――― 

【３】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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/movie/
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最新号は「『高齢者を守る！東京都の取組』の巻」です。 

 

近年も、高齢者を狙う様々な詐欺の手口や被害のニュースが絶えません。

東京都では、高齢者の消費者の被害の未然防止及び早期発見を図るべく、

毎年９月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、様々な

取組を行っています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、高齢者の消費者被害への対

策ほか、東京都が実施する高齢者を守るための施策や取組、都民に向け

た高齢者支援の方法等についての資料をご紹介します。 

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

905/index.html 

 

■ 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/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜編集後記＞＞ 

今月も最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

来月の１０月１２日（土）・１３日（日）には、芝公園一帯で「みなと

区民まつり」が開催され、都立図書館も増上寺エリアに出展します！皆

様のご来場をお待ちしています。  

それでは、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） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190905/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20190905/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/search/research_guide/tokyo/monthly/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/index.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/mail_magazine/
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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） 

令和元年９月１５日発行 

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

