
            

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「スター・ウォーズ・ヒストリー」 

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 「“士”のつく職業 法律編  
～困ったときの頼れる専門家たち～」 

弁護士・司法書士・行政書士・税理士など‥「士」
のつく職業を総称して「士業」といいます。今回は、
法律分野にかかわる様々な「士業」についての
資料を集めてご紹介します。 

ミニ展示 

5/25（金）～31（木）は脳卒中週間です。脳卒中
は日本の死因の第4位であり、患者数は平成26
年時点で約118万人とされています。予防やリ
ハビリ等の資料をご紹介します。 

美術展関連・棚展示  

「煌（きら）めくガラス ガレと中国美術」  

現在、サントリー美術館では、「ガレも愛した清朝
皇帝のガラス」が開催されています。清王朝期の
ガラス工芸は、フランスの代表的な装飾芸術家
エミール・ガレに影響を与えました。ガレの作品
の図録や中国のガラス工芸に関する資料を展示
しますので、ぜひご覧ください。 

ミニ展示 

「東京の公園」 

公園が一般に利用できる公共施設として日本に
誕生したのは明治時代のことです。以来、時々
の時代背景や法制度に基づき、公園緑地も計
画や整備、変更が繰り返されてきました。身近
でありながら、意外と知られていない東京の公
園の歴史や見どころなどをご紹介いたします。 

※ 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 

働き方改革が叫ばれるいま、自分らしい働き方
を実現するための手段として、起業という選択
について考えてみませんか。起業の方法や支
援制度、実際の起業例を集めた本などをご紹
介します。 

ミニ展示 「起業という選択」 

 〈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。 

「脳卒中」 

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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5月25日から全米で映画スターウォーズのスピン
オフ作品「ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー」
が公開されます(国内公開は6月29日)。これにちな
み、都立中央図書館が所蔵する新旧スターウォー
ズにまつわる書籍を一挙にご紹介します。ぜひ長
寿作品の歴史に触れてみてください。 

               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 

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  

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）  

テーマ展示 

「和菓子のひととき  
～いとおかし～」 

「東京の祭り」 

 

5/11（金）～  7/4（水） 

テーマ展示 

「オリンピック・ 
パラリンピックと 
スポーツ写真」 

 

5/11（金）～  9/5（水） 

トピック展示 

「Do You Like  
Japanese Manga and 
 Anime？ 
 日本の漫画やアニメは 

お好きですか？ 」 

 

5/11（金）～  7/4（水） 

  1階 ビジネス情報コーナー 

ビジネス書の内容を漫画化した「ビジネスコミッ
ク」と、その原作を集めました。 
 

ミニ展示 「ビジネスコミックの魅力」 4/6 
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美術情報 
コーナー 

ミニ展示「もっと知りたい！西郷隆盛」 
   3/2（金）～ 5/9（水） 

 美術展関連・棚展示「美人共演」 
   4/6（金) ～ 5/9（水) 

  ミニ展示  「あの人の仕事術」 
   3/2（金）～ 5/9（水）  

 ミニ展示「新生活の住まいと暮らし」 
   3/2（金）～ 5/9（水） 

ミニ展示「防災と医療」 
3/2（金）～ 5/9（水） 

  ミニ展示 「江戸無血開城」 
   4/6（金）～ 5/9（水） 

休館日 

    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） 

休館日 

  
  
                        

 
 

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 

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

 

                         ミニ展示「スター・ウォーズ・ヒストリー」   
                 5/11（金）～ 7/4(水） 

               美術展関連・棚展示「煌（きら）めくガラス ガレと中国美術」         
                5/11（金) ～6/11（月) 

                              ミニ展示 「起業という選択」  
                5/11（金）～ 7/4（水）  

          ミニ展示「“士”のつく職業 法律編 ～困ったときの頼れる専門家たち～」  
                    5/11（金）～ 7/4（水） 

ミニ展示 「脳卒中」  
5/11（金）～ 7/4（水） 

                  ミニ展示 「東京の公園」    

                  5/11（金）～ 6/6（水） 

   

      テーマ展示「和菓子のひととき ～いとおかし～」 「東京の祭り」                        
               5/11（金）～ 7/4（水） 

 

1階中央ホール合同展示「日本の技術」  

 (「オリンピック・パラリンピックと技術 」 

 「匠 TAKUMI Japanese traditional 

craftworks 日本の伝統工芸」 

 「木工・金工の美 」) 

2/2（金）～ 5/9（水） 

   

         テーマ展示「オリンピック・パラリンピックとスポーツ写真」                          
                5/11（金）～ 9/5（水） 

    

    トピック展示「Do You Like Japanese Manga and Anime？ 
     日本の漫画やアニメはお好きですか？ 」 5/11（金）～ 7/4（水） 

 

古き東京を知るツアー  

５月８日(火） 午後３時～４時 

 

企業情報探索ツアー  
５月２５日(金）午後７時～８時 

 

要予約 

予約不要 

 図書館ツアー 

申込方法：電話または来館 
受付開始：４月１２日(木） 

法令の調べ方  

５月１６日(水）午後３時～３時３０分 
１階法律情報コーナー 

美術情報の調べ方  

５月２３日(水）午後３時～３時３０分 
１階中央ホール 

申込不要  ショートセミナー 

カザフスタンの映画『ダイダロス』上映会 

４月３０日（月・祝）、６月２日（土）   
午後２時～４時３０分  参加費：無料 

会場:４階 多目的ホール 申込不要 

カザフスタンの民族音楽 ミニコンサート 

５月１２日（土）   
午後２時～３時３０分   

会場:４階 多目的ホール 参加費：無料 

  

カザフスタンミニ講座 

5月１９日（土）午後２時～3時 

講師： 岡 奈津子氏  日本貿易振興機構アジア経済研究所  

                 新領域研究センター・ガバナンス研究グループ長 

会場：４階 企画展示室     参加費：無料 

               

特別講演会「宇宙の中の地球」 

６月１０日（日）午後２時～３時３０分 

講師： 小久保 英一郎氏  国立天文台理論研究部教授 

会場：４階 多目的ホール   参加費：無料 

募集人数：１００名 （応募者多数の場合は抽選） 
申込方法： Webまたは往復はがき 
応募締切： ５月２５日（金）（往復はがきは消印有効） 

要事前
申込 

※詳細は 
 東京都立図書館HP 
 をご覧ください 

            

                                       ミニ展示 「ビジネスコミックの魅力」  
                           4/6（金）～ 6/11（月）  

申込不要 

申込不要 


