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都立図書館通信 （Ｎｏ．１３０） 

 

みなさま、こんにちは。７月の都立図書館通信です。 

この度の西日本豪雨で被害を受けた方々に、心よりお見舞い申し上げ

ます。 

東京でも毎日暑い日々が続きますが、いよいよ学校も夏休み。図書館

でのんびり過ごしてみるのはいかがですか。都立多摩図書館では、自由

研究のヒントになる展示や講座を行っています。家族で、友人同士で、

ぜひどうぞ。 

 

・展示「これならできる！自由研究」（９月５日（水）まで） 

（ https://www.library.metro.tokyo.jp/child/information/4913_201

80621.html） 

 

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。 

★７月の休館日：７月２０日（金） 

 ８月の休館日：８月２日（木）、８月１７日（金） 

 

―――――――――――――――――――― 

【１】中央図書館情報 

―――――――――――――――――――― 

 

■ パラスポーツ写真展「東京大会に向けて一瞬を撮る」のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催まで残り２年とな

ります。大会が近づくにつれ、ますます盛り上がりを見せ、注目度も高

まっています。 

今回のパラリンピックは、東京では１９６４年以来２度目となります

が、同一都市で開催されるのは世界で初めてのことであり、パラリンピ

ックの成功が２０２０年大会の鍵になるともいわれています。 
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今回の展示では３人のプロカメラマンがとらえたアスリートたちの

写真を中心に、パラスポーツの魅力を伝えていくとともに、パラリンピ

ックの歴史や競技について紹介します。競技用車いすの試乗や競技用義

足の装着などができる「体験コーナー」もあります。 

また期間中には、各写真家による写真の解説を行うギャラリートーク

やスポーツ写真の撮り方講座を実施するほか、ボッチャや車いすバスケ

のパラスポーツ体験イベントも行います。 

 

【会期】７月２６日（木）から８月１５日（水）まで（８月２日は休館） 

午前１０時から午後８時４５分まで（土日祝日は午後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/4890_

20180704.html 

 

＜関連イベントのご案内＞ 

 

○ギャラリートーク＆写真の撮り方講座 

【日時・講師】 

第１回 ７月２９日（日）午後２時から３時まで 

    講師 竹見脩吾（たけみ・しゅうご）氏 

第２回 ８月３日（金）午後２時から３時まで 

    講師 清水一二（しみず・かずじ）氏 

第３回 ８月１１日（土）午後２時から３時まで 

講師 中井敦彦（なかい・あつひこ）氏 

【会場】都立中央図書館 企画展示室（４階） 

【定員】各回２０名（事前申込不要） 

 

○パラスポーツ体験 

（１）ボッチャ体験 

７月２８日（土）・２９日（日）、８月１１日（土・祝）・１２日（日） 

（２）競技用車いす（バスケットボール）試乗 

８月４日（土）・５日（日）午前１０時から午後５時３０分まで 

【時間】各日とも午前１０時から午後５時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

    ※事前申込不要。 

 

■ ビジネスリーダー講演会「出口流 グローバル活躍術」 
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経済や政治など様々な分野でのグローバル化は、年々その速度を増し

ています。 

ヒト・モノ・カネ・情報が国を越えて飛び交う現代のビジネスシーン

において、いま、求められているグローバル人材とはどんな人材なので

しょう？そして、その育成方法とは？  

大学学長として多くの国際学生を育成している出口治明氏から、自身

の国際感覚やビジネスマンとしての経験も交えてお話しいただきます。 

 

【講師】出口 治明（でぐちはるあき）氏 

立命館アジア太平洋大学学長 

【日時】平成３０年８月２４日（金） 午後７時から８時３０分まで 

【会場】都立中央図書館 多目的ホール（４階） 

【定員】１００名（応募者多数の場合は抽選） 

【申込方法】往復はがき、都立図書館ホームページ（８月６日まで） 

 

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/4912_201

80704.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【２】多摩図書館情報  

―――――――――――――――――――― 

 

■ 企画展示「あの人を知るための扉 絵本と児童文学の作家に出会う

１２０冊の本」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 絵本や児童文学に興味を持った時、作家その人について書かれた資料

は、作品の世界をより深く知るための手がかりになります。 

 本展では、絵本作家８名、児童文学作家１６名、計２４名の子供の本

の作家に焦点を当て、彼らの人間的な魅力を知ることのできる１２０冊

の本を中心に、研究資料や関連書を展示します。 

 

【日時】６月２２日（金）から９月５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）  

【会場】都立多摩図書館１階 展示エリア  

 

＜関連イベントのご案内＞ 

※各イベントの終了後、希望者を対象に司書が展示のギャラリートーク

と館内ツアーを実施します。（事前申込不要） 
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○石井桃子特別上映会と森英男監督の講演「子どもに本を－石井桃子の

挑戦 Ⅲ かつら文庫」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

本を通して、子供たちに数々の楽しい世界を紹介した石井桃子さんの

活動を紹介するドキュメンタリーです。上映後、監督の森英男さんが、

本編に収まらなかったエピソード等をお話します。 

【日時】８月４日（土）午後２時から４時まで（午後１時３０分開場） 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】先着１５０名（先着順） 

    ※定員に達した場合、受付を終了します。 

【申込方法】都立図書館ホームページよりお申込みください。（７月２

１日（土）まで） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/exhibition/4882_

20180618.html 

 

○展示関連上映会 

（１）「はらぺこあおむし他４作」「くまの子ウーフ」「王さまでかけま

しょう（ぼくは王さま）」（計６５分) 

【日時】８月１１日（土祝）午後２時から（午後１時３０分開場） 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】先着１５０名（事前申込不要） 

（２）「マザーグースのうた 第１～３」（９０分） 

【日時】８月２５日（土）午後２時から（午後１時３０分開場） 

【会場】都立多摩図書館 セミナールーム（２階） 

【定員】先着１５０名（事前申込不要） 

 

■ ７月・８月の１６ミリフィルム映画会のお知らせ 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

【日時】７月１９日(木)、８月５日（日）、８月１６日(木)、８月２６

日（日）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】 

・７月１９日（木） 

 ドキュメンタリー「日本の世界遺産」（短編４本立て／計９１分） 

（１）世界遺産 白神山地  

（２）世界遺産 白川郷合掌造り 

（３）歴史の都 京都 

（４）世界遺産 屋久島 

・８月５日（日） 



 5

 アニメ「世界のアニメ ドイツ」（短編３本立て／計７４分） 

（１）ゆかいなリトルボーイ 動物とちえくらべ 

（２）灯台のゆかいななかまたち 

（３）七羽のからす 

・８月１６日（木） 

 アニメ「忍たま乱太郎 劇場版」（１９９６年制作/４５分） 

・８月２６日（日）特別上映会 

 劇映画「フラガール」（２００６年制作/１２０分） 

 

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「ＬＧＢＴって何だろう？～虹の彼方に、愛

と自由と平等を求めて～」 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

ＬＧＢＴとは、Ｌｅｓｂｉａｎレズビアン（女性同性愛者）、Ｇａｙ

ゲイ（男性同性愛者）、Ｂｉｓｅｘｕａｌバイセクシュアル（両性愛者）、

Ｔｒａｎｓｇｅｎｄｅｒトランスジェンダー（心と体の性が一致しない

人）の頭文字をとった、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の

総称です。 

最近では、ＬＧＢＴ（あるいはＬＧＢＴＱ）という言葉をテレビ等で

目にするようになりましたが、まだまだ知らない人もいるでしょう。 

２０１５年に電通が約７万人に実施した調査では、７．６%（約１３

人に１人）がＬＧＢＴに該当するという結果でした。ＬＧＢＴに該当す

る人は私達の身近にいるのです。 

特に思春期の子供で、悩んでいたり、いじめにあったりという経験を

持つ人も少なくありません。学校や職場での対応も求められています。 

ＬＧＢＴについて知識を深め、理解するための資料を紹介します。 

 

＊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/pickup/index.html 

 

―――――――――――――――――――― 

【４】司書が選ぶ調べものに使える本 

―――――――――――――――――――― 
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■司書が選ぶ調べものに使える本 

『日本民謡事典』 

（竹内勉編著 朝倉書店 ２０１８年５月 全３巻 都立中央図書館

請求記号：Ｒ３８８．９／５１１０／１～３） 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

昔、地元で聴いた民謡。一部のフレーズしか思い出せない。口ずさめ

るけれど、歌詞の意味が分からない。そんなことはないでしょうか。 

この本は、日本民謡研究の第一人者・竹内勉氏が日本各地を調査し、

集めた民謡をまとめたものです。日本の民謡約４８０曲を、地域・都道

府県別に収録しており、それぞれの歌詞と解説が掲載されています。付

録として音源一覧を収録し、ＣＤ等で聴けるものについては、曲が収め

られているＣＤが分かります。 

ぜひ都立図書館で、『日本民謡事典』を使って思い出の民謡を調べて

みてください。 

 

―――――――――――――――――――― 

【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「『東京都の歴史的建造物』の巻」です。 

 

明治以降、東京では次々と西洋文化を取り入れた近代建築が生まれ、

まちづくりに大きな影響を与えてきました。 

東京都では、東京都景観条例に基づき、原則として建設後５０年を経

過した歴史的価値を有する建造物で景観上重要なものを、「東京都選定

歴史的建造物」として選定しています。２０１８年４月には、「旧博物

館動物園駅駅舎」が新たに選定されました。「旧博物館動物園駅」は、

鉄道施設としては初めて都選定歴史的建造物に選定され、現在は、秋頃

の一般公開を目指して改修工事が進められています。 

今回のクローズアップ都市・東京情報では、近年新たに選定された都

選定歴史的建造物や、東京都の近代建築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/index

.html 
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■ 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。 

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

monthly/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。 

７月も半ばとなり、いよいよ夏本番です。緑に囲まれ、窓からの眺めも

涼し気な都立図書館で、快適な一日を過ごしませんか。 

何かと体調を崩しやすい季節、気をつけてお過ごしください。 

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。 

→ 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７月１５日発行 


