
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「ミケランジェロの世界」 
ミニ展示 「もしも遺言が気になったら」 

遺言は相続で重要な役割を担うお守りです。
実際に書く人も増えており、毎年十数万件
の遺言が作成されています。遺言の書き方
や相続の基礎知識をまとめた本を読んで、
遺言について考えてみませんか？ 

ミニ展示 

日差しが強くなる季節です。皮膚の健康を守る
ため、「紫外線」の知識を取り入れて楽しく夏を
過ごしましょう！ 

美術展関連・棚展示  

「没後50年 藤田嗣治」  

藤田嗣治（レオナール・フジタ）は、エコール・ド・パリを
代表する画家として脚光を浴びました。今年は彼の没
後50年にあたります。その人物・作品を、都立図書館
で所蔵する図書や展示図録等を用いてご紹介します。 

ミニ展示 

「東京の博覧会」 

博覧会とは、産業振興を進めることなどを
目的とした催しものです。明治１０(１８７７)

年８月に東京で開かれた第１回「内国勧業
博覧会」は、政府が最初に主催した本格的
な博覧会でした。東京で開かれた博覧会に
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 

  1階 ビジネス情報コーナー 

ゆるキャラに芸術祭にものづくり… あなたの

まちでも、新しいビジネスチャンスが始まって
いるかも？地域を支える地元企業や地域発
コンテンツについてご紹介します。 

ミニ展示  

「地域ブランディングの最前線！ 」 

 〈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。 

「紫外線」 

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 8/3 
（金） 

 ｜              
9/5 
（水） 

7/6 
（金） 

 ｜ 

9/5
（水） 

7/6 
（金） 
 ｜ 

9/5
（水） 

7/6 
（金） 

 ｜ 

9/5
（水） 

8/3 
（金） 

 ｜ 

9/5 
（水） 

イタリア・ルネサンスを代表する芸術家であるミケランジェ
ロ。その人物・作品を、都立図書館で所蔵する関係資料
や貴重な素描集、展示図録等を用いてご紹介します。 

               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    

 Books on Japan 

 伝統・文化コーナー 

テーマ展示 
「遠くへ行きたい 
～江戸の旅と物見遊山～」 

「江戸・東京の花火」 

 

7/6（金）～  9/5（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 
「日本の妖怪・幽霊・怪談 
Japanese monsters,ghosts  
and ghost stories」 

 

7/6（金）～  9/5（水） 

7/6 
（金） 
 ｜ 

9/5
（水） 

            

東京2020大会に向けて、プロのフォトグラファーによる迫力ある写真で、パラリンピックスポーツの
魅力をお伝えします。パラリンピック競技に使われる車椅子や義足の体験コーナーもあります。 

企画展示 「東京大会に向けて一瞬を撮る  Feel The Paralympic」 

7/26（木）～8/15（水） 
  

会期中、関連イベントを開催します。 (裏面もご覧ください）  

4階 企画展示室 
  

  3階 閲覧室入口 

トピック展示  

「決定！第159回 芥川賞・直木賞」  
7/19 
（木） 

 ｜ 

9/5 
（水） 

第159回芥川賞・直木賞を受賞された高橋弘希

さん、島本理生さんの受賞作を含む過去の著作
を展示しています。 
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Tokyo Metropolitan Central Library 

東京都立中央図書館  
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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 

                                   ミニ展示「もしも遺言が気になったら」 7/6（金）～ 9/5（水） 

ミニ展示 「紫外線」 7/6（金）～ 9/5（水） 

         テーマ展示「遠くへ行きたい～江戸の旅と物見遊山～」「江戸・東京の花火」 7/6（金）～ 9/5（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「日本の妖怪・幽霊・怪談Japanese monsters,ghosts and ghost stories」    
                          7/6（金）～ 9/5（水） 

 

休館日 

特別文庫室 
ミニツアー  

8月14日（火） 

午後３時～3時30分 

夏休み手作り和本
体験ツアー  

8月21日（火） 

午後2時～４時 

図書館ツアー 
申込方法：電話 または来館 

受付開始：6月22日(金） 

江戸東京重ね地図   

8月１日（水） 
午後３時～３時３０分 
１階 都市・東京情報コーナー 

ショートセミナー 

ミニ展示 「東京の博覧会」 8/3（金）～ 9/5（水） 

  美術展関連・棚展示 「没後50年 藤田嗣治」   8/3（金）～ 9/5（水） 

                           

                      ミニ展示「ミケランジェロの世界」 7/6（金）～ 9/5（水） 
 

                                 ミニ展示「地域ブランディングの最前線！ 」 7/6（金）～ 9/5（水） 

    企画展示「東京大会に向けて一瞬を撮る Feel The Paralympic」 
          7/26（木）～8/15（水） 

ギャラリートーク＆写真の撮り方講座        
会場：4階 企画展示室 
 ビジネスリーダー講演会 

「出口流 グローバル活躍術」 

8月24日（金）午後7時～8時30分 
会場：4階 多目的ホール 

 
登壇者：出口 治明 氏 
    （立命館アジア太平洋大学(APU)学長、 

              東京都立図書館アドバイザー） 

募集人数：１００名 

                （応募者多数の場合は抽選） 

応募方法：Webまたは往復はがき 
応募締切：8月6日（月） 
 
★2階にて関連資料展示中 
★当日、ライブ中継（申込不要、先着100
名）の予定あり 

要申込 

要申込 

パラスポーツ体験  会場：4階 多目的ホール 

●ボッチャ体験  8月11日（土・祝）、12日（日） 

●競技用車いす試乗（バスケットボール）8月4日（土）、5日（日） 

申込
不要 

8月3日（金）午後2時～3時 

清水 一二（しみず かずじ）氏 
日本写真家協会会員、日本スポーツプレス協会会員 

8月11日（土・祝）午後2時～3時 

中井 敦彦（なかい あつひこ）氏 
日本写真講師協会認定フォトインストラクター 

オリンピック・パラリンピック関連上映会        
7月29日（日）、8月3日（金）、8月11日（土・祝） 
午後3時30分開始 

会場：4階 企画展示室    ※8月3日（金）は多目的ホール 

申込
不要 

申込
不要 

申込
不要 

ナイトツアー  

8月23日（木） 

午後7時～8時 

市場情報の調べ方   

8月23日（木） 
午後３時～３時３０分 
１階 ビジネス情報コーナー 

  トピック展示 「決定！第159回芥川賞・直木賞」   7/19（木）～ 9/5（水） 


