
            

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「もっと知りたい！西郷隆盛」 

カザフスタン共和国は、東西の交易路シルクロードの要所として栄えた歴史ある国です。今回寄贈いた
だいた図書とともに、広大なカザフスタンの地の文化や暮らし、自然などをご紹介します。 

ミニ展示 「新生活の住まいと暮らしに」 

春は入学、就職、引越しなど、新たなスタートの
季節。新生活に役立つ、賃貸やご近所づきあい
等に関する資料をご紹介します。 

ミニ展示 

災害に遭うことを想像することで、どのような準
備をすべきなのかが見えてきます。災害への備
えを具体的に考えてみませんか？ヒントになる
資料をご紹介します。 

美術展関連・棚展示 「美人共演」  

東京藝術大学大学美術館では、「東西美人画の
名作 《序の舞》への系譜」が開催されています
（2018年5月6日(日)まで）。 この展覧会に関連し
て、都立中央図書館で所蔵している、「美人画」を
特集している図録、「美人画」の研究資料、展示
会に出品されている画家の画集などを展示いた
します。 

ミニ展示 

「江戸無血開城」 

江戸時代末期の慶応４（１８６８）年３月から４月
（旧暦）にかけて、新政府軍への江戸城明渡し
が行われました。今年はちょうど１５０周年にな
ります。当時の情勢や江戸城明渡しの立役者と
なった勝海舟に関する資料をご紹介します。 

※ イベントカレンダーは裏面にあります 

「カザフスタン展」 

  1階 ビジネス情報コーナー 

気になるあの人は、どんな働き方をしているの
か？一流企業や話題の人、様々な職業の仕事
術や情報管理に関する本を集めてみました。
新年度から試す絶好のチャンスです！ 

ミニ展示 「あの人の仕事術」 

 〈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 
 

 3/24（土）～ 6/11（月) 

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。 

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。 

「防災と医療」 

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 
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NHKの大河ドラマ『西郷どん』で今あらためて注目
されている維新の雄・西郷隆盛。注目が高まるに
つれて、西郷に関する本の出版も増えてきていま
す。大河ドラマのほか、肖像画や銅像による固定
的なイメージが強い西郷について、その実像をよ
り深く知ることができる資料をご紹介します。 

               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    

4階 企画展示室・多目的ホール  

 Books on Japan 

 伝統・文化コーナー 

1階中央ホール合同展示  

「日本の技術 」 

 

2/2（金）～ 5/9（水） 

テーマ展示 

「江戸・東京の手しごと」 

 

3/2（金）～  5/9（水） 

東京都立図書館・カザフスタン共和国国立アカデミック図書館  
図書交換記念  

オリンピック・パラリンピックコーナー  

「オリンピック・パラリンピック

と技術 」 
Books on Japan  

「匠 TAKUMI Japanese 
traditional craftworks   
日本の伝統工芸」 

伝統・文化コーナー  

「木工・金工の美 」 

会期中関連イベント多数開催します。 (裏面もご覧ください）  
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東京都立図書館・カザフスタン共和国国立アカデミック図書館図書交換記念 「カザフスタン展」 

3/24（土）～ 6/11（月） 

             
「2017年展示会 
カタログ」 
4/4（水)まで 

                      
ミニ展示 
「東京タワー」 
4/4(水）まで 

休館日 

             1階中央ホール合同展示 「日本の技術 」  2/2（金）～ 5/9（水） 

 
 

東京2020 
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パラリンピックに 
向けた展示コーナー 

   

  
  
                         テーマ展示 「江戸・東京の手しごと」  
                           3/2（金）～ 5/9（水） 

 
 

イベント 

企画展示「カザフスタン展」ギャラリートーク 
4月7日（土）午後２時～２時３０分 
会場：４階企画展示室 

在日カザフスタン共和国大使館職員 
ダルケノフ・アイドスさんが 
伝統楽器や民族衣装など、普段目にすることのできない 
貴重な品々について楽しく解説してくださいます。 
参加費無料・事前申込不要 

カザフスタン映画『ダイダロス』上映会 
4月30日（月・祝）午後２時～4時３０分 
会場：４階多目的ホール 

カザフスタン共和国独立20周年を記念して 
制作された歴史アクションスペクタクル映画 
『ダイダロス－希望の大地－』（日本語字幕版）

を上映します。 
参加費無料・先着100名（事前申込不要） 

オリンピック・パラリンピックコーナー 
 「オリンピック・パラリンピックと技術 」 

Books on Japan  

「匠 TAKUMI Japanese traditional 
craftworks 日本の伝統工芸」 

伝統・文化コーナー  

「木工・金工の美 」 


