
            

Tokyo Metropolitan Central Library 

東京都立中央図書館  

  3階 美術情報コーナー 

  3階 室内展示 

   1階 法律情報コーナー 

  1階 健康・医療情報コーナー 

   1階 都市・東京情報コーナー 

ミニ展示「江戸絵画の奇想」 

ミニ展示 「介護と法律」 

超高齢社会に突入し、要介護の高齢者が増えて
います。身近な人に介護が必要になったときに役
立つ、介護保険や成年後見制度、介護施設での
トラブル解決に関する資料をご紹介します。 

ミニ展示 「花粉症」 

今年もやってきた、花粉がたくさん飛ぶ季節。今

や都民の約半数がスギ花粉症と推定されていま

す。花粉症のことを正しく知り、対策に役立つよう

な資料をご紹介します。 

美術展関連・棚展示 「2018年展覧会図録」 

都立中央図書館では、日本国内で開催された展覧会の

図録を積極的に収集しています。本展示では、2018年に

開催された展覧会の図録のうちいくつかを展示します。図

録はカラーの美しい画像を楽しむ資料であるとともに、最

新の研究成果を反映した価値ある資料です。展覧会に行

かれた方も見逃された方もぜひ手にとってみてください。 

暖かい春の日、都内の散歩に出かけて、新たな東京
の魅力を発見してみませんか？桜スポットを紹介し
た資料ほか、東京都内の散歩や観光に役立つ資料
を展示します。 

※ イベントカレンダーは裏面にあります 

  1階 ビジネス情報コーナー 

ホームページや口コミだけでは分からない、企業
の評価や業界動向などについて、図書館の資料

で調べてみませんか？ 

ミニ展示「就活対策！図書館でできる企業研究」 

 〈展示・イベントのお問合せ〉 東京都立中央図書館 〒106-8575 港区南麻布5-7-13 ☎03（3442）8451 

東京都美術館では、2019年2月9日(土)から4月7日(日)ま
で「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」が開催さ
れます。これに合わせ、東京都立図書館では展覧会の主
要画家8名に関する当館所蔵資料を展示いたします。 

東京２０２０大会をより楽しめるよう、
オリンピック・パラリンピックの歴史、
過去大会の記録、出場選手、競技
種目等について、当館所蔵資料と
パネルでご紹介します。 

 オリンピック・パラリンピックコーナー 

テーマ展示  
「聖火」 

 

2/8（金）～  5/8（水） 

都立中央図書館が所蔵する１５
万冊の洋書の中から、日本に関
する洋書を集めました。 

 Books on Japan 

トピック展示  
「Fukushima &  Kumamoto  
Japan  Ear thquakes」 

 

2/8（金）～  5/8（水） 

                展示コーナー  1階 中央ホール 
東京2020オリンピック・ 

パラリンピックに向けた   

ミニ展示 「春の東京を歩く」 

東京の歴史や文化、日本の伝統
文化に関する資料を展示します。 

テーマ展示  

「いけばな～花に託す永遠の美～」 

「江戸・東京おしゃれ図絵」 

 伝統・文化コーナー 

 

2/8（金）～  5/8（水） 

2/8 
（金） 
 ｜ 
3/21
（木） 

3/8 
（金） 
 ｜ 

4/3
（水） 

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 Perú! ～ペルーに渡った日本人～」 

２０１９年は、ペルーへの日本人移住が始まって１２０周年の記念の年です。ペルーにゆかりのある様々な分野の日本人・ 

日系人の方々や、古代遺跡、ナスカの地上絵、鮮やかな民族衣装、注目のペルー料理など、ペルーの 魅力をご紹介します。 

2/23（土） ～ 5/26（日） 4階 企画展示室 

   1階 都市・東京情報コーナー 

トピック展示          

 「平成の東京1989-2019 Part2【変貌編】」 
3/8 
（金） 
 ｜ 

5/8 
（水） 

東京府開設より150年、明治・大正・昭和・平成と４つ
の時代を経て、東京も新しい時代を迎えます。本展示
では、東京の平成30年間を当館所蔵資料で振り返り
ます。Part2【変貌編】では、都市計画や再開発によっ
て劇的に変化した都市東京の様子を絵葉書や写真
資料等でご紹介します。 

3/8 
（金） 
 ｜ 

5/8 
（水） 

3/8 
（金） 
 ｜ 

5/8 
（水） 

3/8 
（金） 
 ｜ 

5/8 
（水） 

ミニ展示「本の平成 ～出版・書店・図書館～」 

出版不況、電子書籍、ネット通販…平成の30年は、本の
世界でも大きな変化のあった時代でした。本の現在と未
来に関する資料を展示します。 

3/22 
（金） 
 ｜ 
 5/8
（水） 

  2階 閲覧室入口付近  

トピック展示 「祝！プリツカー賞受賞 磯崎新」 

建築のノーベル賞といわれているプリツカ―賞を磯崎新氏
が受賞されました。磯崎氏の作品集や著作など、関連資料
を展示しています。 

3/8 
（金） 
 ｜ 
5/8 
（水） 

トピック展示 「デジタルの平成史」 

パソコンや携帯電話など、デジタル機器が驚異的な発展を遂
げた平成。当時のマニュアル本などで歴史を振り返ります。 

3/22 
（金） 
 ｜ 
5/8 
（水） 

  2階 閲覧室入口付近  

   1階 新聞閲覧コーナー 

3/22 
（金） 
 ｜ 

6/11 
（火） 

平成30年間を30冊の雑誌で振り返ります。第1弾は  

「テレビCM」。あのCMのあの人、最近人気のこの人も 

表紙を飾っています。ぜひ手に取って中もご覧ください。 

トピック展示          

 「時代を映す鏡＝雑誌でふりかえる「平成」」 



3月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tokyo Metropolitan Central Library 

東京都立中央図書館  

ビジネス情報
コーナー 

健康・医療情報
コーナー 

都市・東京 
情報コーナー  

1F 

オリンピック・ 
パラリンピック
コーナー 

伝統・文化

コーナー 

Books  
on Japan 

企画展示室 
 

法律情報 
コーナー 

4F 

3F 
美術情報コーナー 

 

休館日 

 テーマ展示 「いけばな～花に託す永遠の美～」「江戸・東京おしゃれ図絵」  
2/8（金）～ 5/8（水） 

   

テーマ展示 「聖火」  
2/8（金）～ 5/8（水） 

 
トピック展示 「Fukushima & Kumamoto Japan Earthquakes」 

 2/8（金）～ 5/8（水） 

室内展示 
 

     
   

企画展示 
「¡Vamos al Perú! ～ペルーに渡った日本人～」関連 

ペルー映画上映会 
 
日時：2019年3月17日（日） 
午後２時～４時３０分 

会場：4階多目的ホール 

上映作品 

「Una sombra al frente」 
（ウナ・ソンブラ・アル・フレンテ）日本語字幕付き 

        
定員:100名（先着順・事前申込不要） 

ショート
セミナー 

健康・医療情報の調べ方 1階健康・医療情報コーナー  

3月6日（水）午後3時～3時30分 

申込
不要                                  

ビジネス情報の調べ方   会場：当日掲示します  

3月13日（水）午後7時～7時30分 

休館日 

図書館ツアー 

受付開始： 
12月7日(金） 

申込方法： 
電話または来館 

ナイトツアー  
3月5日（火） 午後7時～8時 

身近な法律情報探索ツアー  

3月14日（木） 午後3時～4時 

要申込 

                                 ミニ展示 「介護と法律」  
                     3/8（金）～ 5/8（水）  

ミニ展示 「花粉症」 
 3/8（金）～ 5/8（水）  

ミニ展示 「春の東京を歩く」  
 3/8（金）～ 4/3（水）                     

 「新しい北斎」  
 3/6（水）まで 

                       ミニ展示 「江戸絵画の奇想」 
                                 2/8（金）～ 3/21（木） 

                      ミニ展示 「就活対策！図書館でできる企業研究」   
                    3/8（金）～ 5/8（水）  

「東京から多文化共生を
考える」 3/6（水）まで                     

トピック展示 「平成の東京1989-2019 Part2【変貌編】」 
 3/8（金）～ 5/8（水）                     

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 Perú!～ペルーに渡った日本人～」 
                            2/23（土）~5/26（日） 

                   美術展関連・棚展示  「2018年展覧会図録」 
                                   3/8（金）～ 4/3（水） 

 「平成の東京1989-
2019 Part1【トピック
編】」 3/6（水）まで                     

「だまされない！消費者トラ
ブル対策」 3/6（水）まで 

「治療と仕事の両立」 
3/6（水）まで 

 「2019年を予測する」                     
3/6（水）まで  

申込
不要                                  

ミニ展示「本の平成～出版・書店・図書館｣                                                       

3/22（金）～ 5/8（水） 

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた展示コーナー    

2F 
閲覧室 
入口付近 

 

トピック展示 「祝！プリツカー賞受賞 磯崎新」  
3/8（金）～ 5/8（水）                     

トピック展示 「デジタルの平成史」 
3/22（金）～ 5/8（水）                     

トピック展示「時代を映す鏡=雑誌で振り
返る「平成」」3/22（金）～6/11（金）   

新聞閲覧
コーナー  


