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都立図書館通信 （Ｎｏ．１３２） 

 

みなさま、こんにちは。９月の都立図書館通信です。 

 

この度の北海道胆振東部地震で被害を受けた方々に、心よりお見舞い

申し上げます。 

この夏は、日本各地に大きな被害をもたらしました。秋は静かに読書

などを楽しめる季節となってほしいものです。図書館でも静かな環境の

中、皆様をお迎えする準備ができています。 

 

さて、平成３０年は、江戸から東京への改称、東京府開設から１５０

年の節目の年です。東京都では、これを記念し、東京の魅力を内外にＰ

Ｒする「Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ 東京１５０年」事業を展開して

います。 

都立図書館でも、「東京１５０年」を振り返る企画展示や、スペシャ

ル館内ツアー、ギャラリートーク、上映会など、様々なイベントを開催

いたします。 

都立中央図書館と都立多摩図書館でスタンプラリーも行っており、素

敵なプレゼントをご用意しています。 

この機会にぜひ、２館にお越しください。 

 

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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★各イベントの参加費は、いずれも無料です。 

★９・１０月の休館日：９月２１日（金）、１０月４日（木）、１０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 

―――――――――――――――――――― 
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■ 企画展示「東京１５０年 変貌しつづける都市 東京」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 東京府開設から１５０年、変化を繰り返しながら発展を遂げてきた都

市・東京の姿を紹介します。ＶＲ体験やスタンプラリー、ギャラリート

ークも実施します。是非ご参加ください。 

 

【日時】９月１日（土）から１０月１４日（日）まで 

※休館日：９月６日（木）、９月２１日（金）、１０月４日（木） 

    平日   午前１０時から午後８時４５分まで 

    土日祝日 午前１０時から午後５時３０分まで 

【会場】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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/4926_

20180801.html 

 

■ ５階交流ルームオープンのお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 自由に議論しながら調査研究や学習活動を行ったり、異業種交流等の

場として利用できる「交流ルーム」を新たに設置しました。用途に応じ

た様々なレイアウト変更や、予約による貸切りも可能です。 

是非ご活用ください！ 

 

【設置場所】 

都立中央図書館５階 

【設備等】 

 ・可動式机１４台、椅子２８脚 

 ・室内無料Ｗｉ－Ｆｉ完備 

 ・壁面電源有り 

 ・ホワイトボード２台、可動式パーテーション２台 

 ・スマートフォンやパソコンの利用可 

 ・机付き椅子の貸出可（３０人分程度） 

 

※ 都立中央図書館の資料を利用して調査研究を行うグループ（２名以

上）であれば、自由に利用することができます。 

※ 貸切を希望する方は、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/central_library/floor_

map/5f/commons/index.html 
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■ １階・３階コミックコーナーオープンのお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 都立中央図書館では、９月１２日（水）から１階と３階にコミックコ

ーナーをオープンしました！ 

 １階コミックコーナーでは、『宇宙兄弟』、『海街ｄｉａｒｙ』、『キン

グダム』など比較的新しい作品を約４００冊、３階コミックコーナーで

は、『おおきく振りかぶって』、『３月のライオン』、『ベルサイユのばら』

など版を重ねた作品約６００冊を閲覧できます。 

 オープンを記念して、岡野玲子著『陰陽師』の複製原画と直筆メッセ

ージや、『ベルサイユのばら』の池田理代子さん、『重版出来！』の松田

奈緒子さん、『ＪＩＮ－仁－』の村上もとかさん、『テルマエ・ロマエ』

のヤマザキマリさんからいただいたメッセージ色紙を、３階で展示して

います。 

 各漫画賞を受賞した作品が多数ありますので、ぜひご堪能ください！ 

 

 詳しくは、都立図書館ホームページをご覧ください。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/information/5005_20180

910.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

 「Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ東京１５０年」事業として、都立多摩図

書館でも、「東京１５０年」を振り返る企画展示や関連イベントを開催

いたします。 

 各イベントの詳細は、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/4971_

20180801.html 

 

■ 企画展示「Ｏｌｄ ｍｅｅｔｓ Ｎｅｗ 東京１５０年  変わりゆ

く東京」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【第１期】９月１０日（月）から１０月１８日（木）まで 

「東京都公文書館パネル展 東京１５０年 ～公文書と絵図が語る 

首都東京の歴史～」 

東京都公文書館が所蔵する公文書等の複製パネルを展示し、幕末以降

の首都東京の成立と展開をたどります。 

 

【第２期】１０月２５日（木）から１２月１６日（日）まで 
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「都域の拡大と変貌」 

古地図、写真帖、絵葉書等の豊富な東京関係資料や、都立大崎高校ジ

オラマ部制作のペーパージオラマ等により都市景観の変遷や街が発展

していく様子をたどります。また、東京の歴史がわかる映像の上映や、

多摩地域の過去と現在の写真を展示します。 

 

【会場】都立多摩図書館 展示エリア（１階） 

 

■ 企画展示関連イベント「エキスパートによるスペシャルギャラリー

トーク」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 各分野のエキスパートが、展示資料の解説や見どころ等をたっぷりと

語ります。各回とも２０～３０分程度、申込不要です。開始時間になり

ましたら、展示エリアにお集まりください。 

 

（１）東京都公文書館 史料編さん担当 

【日時】１０月１日（月）、１０日（水）午後４時から 

（２）たましん地域文化財団 歴史資料室長 

【日時】１０月２７日（土）、１１月１８日（日）、１２月５日（水）午

後３時から 

（３）東京都立大崎高等学校ペーパージオラマ部 

【日時】１１月２４日（土）午後３時から 

（４）東京都立多摩図書館 司書 

【日時】１０月２５日（木）から１２月１６日（日）までの毎週水、土、

日曜日 午後３時から 

 

■ 企画展示関連イベント「大人のためのスペシャル館内ツアー」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 普段は入ることのできない書庫を見学できるツアーです。今回は特別

に、屋上からの眺めもご覧いただけます。 

【日時】９月２４日（月）、１０月１日（月）、１０月１０日（水） 

各回とも午後２時から３時３０分まで 

【申込方法】（先着順・各回１５名まで） 

（１）都立図書館ホームページからのお申込み 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/4971_

20180801.html 

（２）電話によるお申込み ０４２-３５９－４０２０ 

（３）来館によるお申込み 

 

■ 東京マガジンバンクカレッジ＜多摩セクション＞イベント 
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（１）講演会「教科書から辿（たど）る多摩の中世」 

（２）地域散歩「兵（つわもの）の跡を歩く～東村山を中心として～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 経験豊富な講師が、源平の争乱や南北朝の動乱などに関する多摩地域

の歴史遺産を取り上げ、中世の多摩を浮き彫りにします。講演会終了後、

講演に登場した歴史の舞台を講師と共に歩きます。 

 

【講師】仙田 直人（せんだ なおと）氏 

品川女子学院校長、前東京都立三鷹中等教育学校長 

【日時】平成３０年１０月２０日（土） 

（１）午前９時３０分から１１時３０分まで 

（２）午後１時から５時まで 

【会場】 

（１）都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

（２）東村山市内（西武東村山駅集合・解散） 

※徒歩約５ｋｍ、一部勾配あり 

【定員】（１）１２０人（２）５０人（講演会参加者の内） 

    ※応募者多数の場合は抽選 

【費用】（１）無料（２）交通費・施設入館料等の実費 

【申込方法】 

（１）都立図書館ホームページからのお申込み（ＵＲＬ下記） 

（２）電話によるお申込み ０４２-３５９－４０２０ 

（３）来館によるお申込み 

【申込締切】平成３０年１０月３日（水）まで 

 

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/guide/event/seminar/4989_201

80903.html 

 

■ ９月・１０月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】９月２０日(木)、１０月７日（日）、１０月１８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】 

・９月２０日（木） 

 ドキュメンタリー「明治からの１００年 Ｐａｒｔ１」（計８３分） 

（１）ショキング・オ・ジャポン ビゴーが見た明治の日本 

（２）首都東京 その歴史と広がり 
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 「首都東京 その歴史とひろがり」は、デジタル化により修復した映

像を展示エリアで上映しています。 

・１０月７日（日） 

 アニメ「九尾の狐と飛丸」（８１分） 

・１０月１８日（木） 

 ドキュメンタリー「明治からの１００年 Ｐａｒｔ２」（計８１分） 

（１）にっぽん洋食物語 

（２）くらしを豊かに１００年 東京ガスの歩み 

（３）くらしを衣装で残す 水島家の明治・大正・昭和 

 

詳しくは、「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/ 

 

―――――――――――――――――――― 

【３】Ｐｉｃｋ Ｕｐ 情報の泉 

―――――――――――――――――――― 

 

■Ｐｉｃｋ ｕｐ 情報の泉「日本のマンガを研究する！」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 ９月１２日にオープンした都立中央図書館コミックコーナーでは、代

表的なマンガ作品１，０００冊以上を自由にお読みいただけます。 

さらに３階の芸術コーナーには、マンガに関する研究書を揃え、表現

や物語について、考察を深めることができます。 

その他、歴史や文化、果ては法律の分野においても、マンガを通した

研究が進められています。 

奥深く広大なマンガ研究の世界をのぞいてみませんか？ 

 

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/readings/pickup/201809/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 

『世界全戦争史』 

（松村劭著 エイチアンドアイ ２０１０年１２月 都立中央図書館

請求記号：３９１.２／５２１４／２０１０） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 
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戦術が誕生した紀元前６世紀から現代まで、世界で起こった戦争が網

羅されている１冊です。各々の戦争について、その戦術や戦闘模様はも

ちろん、戦争が起こった背景なども含め、地図や戦闘要図を交えて、詳

細に分析しています。時代を追った編年体で記述されているため、同時

代別の地域では何が起こっていたのか、俯瞰的に見ることかできます。 

「戦争史」というタイトルがついていますが、読み物としてだけでな

く、事典のように使うこともできます。全部で２６６３ページというか

なりボリュームのある資料ですが、戦争の歴史を通史的に見るのに役立

つ１冊です。 

 

都立図書館蔵書検索のデータはこちらからご覧いただけます。 

https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/switch-detail.

do?lang=ja&bibid=1108240009&TOGID=&HOLSC=&MODE2=1&HOLSERKEY=:::

1::::&NOCONT=11 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『関東大震災（防災）』の巻」です。 

 

大正１２年（１９２３）年９月１日に発生した関東大震災は、首都圏

を中心に甚大な被害をもたらしました。また、近年では、地球温暖化に

よる海水温の上昇、大気の不安定化などにより、台風の強大化や短期集

中豪雨による被害が出ています。これらの教訓を踏まえ、東京都は「東

京都防災ホームページ」において、防災の知識、発災時や事前の備えに

役立つ情報等を発信しています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、関東大震災や防災に関す

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。 

https://www.library.metro.tokyo.jp/readings/closeup_tokyo/20180

906/ 

 

■ 東京情報月報 
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＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

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。 

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

monthly/201809/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜＜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。 

皆さまは、どのような夏をお過ごしでしたでしょうか。 

やりたいことをやり切った方も、心残りがある方も、秋は図書館にお越

しいただくと、新しい出会いがあるかもしれませんよ。 

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。 

→ 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 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「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９月１５日発行 


