
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「日本の漫画」 

ミニ展示 「どうする？民泊問題」 

自宅の空室などを有料で貸し出す民泊
サービス。民泊の始め方、トラブル対応法、
違法民泊の見分け方、住宅宿泊事業法
（民泊新法）の解説など、民泊にまつわる
問題を解消します！ 

ミニ展示 

骨がもろくなり、ちょっとした衝撃で骨折してしまう
骨粗しょう症。あなたの骨は大丈夫ですか？ 
丈夫な骨で健康に過ごすための「骨」に関する資
料をご紹介します。 

美術展関連・棚展示 

「人間賛歌を描き続ける 漫画家・荒木飛呂彦」  

漫画家・荒木飛呂彦氏のライフワークである『ジョジョ
の奇妙な冒険』。連載期間は31年に及び、単行本も
通巻122巻まで発行されている壮大な物語です。国
立新美術館で開催している「荒木飛呂彦原画展 
JOJO 冒険の波紋」に関連し、都立中央図書館が所
蔵するコミックや関連書籍を展示します。 

ミニ展示 「関東大震災（防災） 」 

大正12（1923）年9月1日に発生した関東大震災

は、首都圏を中心に甚大な被害をもたらしました。
この教訓を踏まえ、東京都は万一の時の備えと
して、「東京都防災ホームページ」において防災
の知識や情報等を発信しています。今回のミニ
展示では、東京都の取り組みや地域の取り組み
などを当館所蔵の資料を中心にご紹介します。 

※ 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 

近年話題のインバウンド（訪日外国人旅行）
ビジネスとは何なのか？始め方や先進事例
まで、インバウンドの今をご紹介します。 

ミニ展示  

「はじめる！インバウンド」 

 〈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 
 

「骨粗しょう症」 
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日本を代表する文化の一つとして、多くの人々から
愛されている漫画。漫画が持つ魅力や、その歴史
に関する資料などをご紹介します。 

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 
「オリンピック・パラリンピック
と観光」 

 

9/7（金）～  10/31（水） 

            

今年は東京府開設から150年。東京150年の景観の変遷と特色ある街並みを、図書や地図などの
所蔵資料で紹介します。東京の街並みを体感できるVR体験やスタンプラリーも実施します。 

企画展示 「東京150年 変貌しつづける都市 東京」 
9/1（土） ～ 10/14（日） 
  

4階 企画展示室 
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（水） 
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 ｜              
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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 
「にほんご を まなぶ 
Learn Japanese」 

 

9/7（金）～  10/31（水） 

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。 

 伝統・文化コーナー 

テーマ展示 
「温泉物語～日本の湯の
ふるさと～」 

「江戸・東京落語あるき」 

 

9/7（金）～  10/31（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    

   ギャラリートークを実施します☆裏面をご覧ください  

                     ☆☆☆ スタンプラリー ☆☆  館内４か所に設置 ☆☆☆ 

   ①１階 都市・東京情報コーナー ②２階 閲覧室入口付近 ③３階 閲覧室入口付近 ④４階 企画展示室内 

       ４か所のスタンプをすべて集めた方 先着３０００名様に、オリジナルペットボトルホルダーを差し上げます。 

                        ☆☆☆ 司書によるギャラリートーク ☆☆☆ 

 期間中の火曜、土曜、日曜日（公開講座開催日の９月２２日、１０月１３日を除く） １５時から   会場：企画展示室内 
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                        ミニ展示 「どうする？民泊問題」 9/7（金）～ 10/31（水） 

ミニ展示 「骨粗しょう症」 9/7（金）～ 10/31（水） 

 テーマ展示「温泉物語～日本の湯のふるさと～」「江戸・東京落語あるき」  9/7（金）～ 10/31（水） 

   

          テーマ展示 「オリンピック・パラリンピックと観光」 9/7（金）～ 10/31（水） 
 

       トピック展示 「にほんご を まなぶ  Learn Japanese」 9/7（金）～ 10/31（水） 

休館日 

市場・業界情報探索ツアー  

9月16日（日）午後３時～4時 

古き東京を知るツアー  

9月20日（木）午後3時～４時 

図書館ツアー 

受付開始：8月20日(月） 

ショートセミナー 

ミニ展示 「関東大震災（防災） 」 9/7（金）～ 10/3（水） 

  美術展関連・棚展示 「人間賛歌を描き続ける 漫画家・荒木飛呂彦」  9/7（金）～ 10/3（水） 

                           

              ミニ展示 「日本の漫画」 9/7（金）～ 10/31（水） 
 

                     ミニ展示 「はじめる！インバウンド」  9/7（金）～ 10/31（水） 

    企画展示 「東京150年 変貌しつづける都市 東京」     9/1（土）～ 10/14（日） 

１階展示コーナー ギャラリートーク     

会場：1階 中央ホール展示コーナー 
    （検索コーナーの奥） 
 

公開講座  

「東京150年 東京における景観の変遷」 

第1回 「銀座・丸の内における景観の変遷」 

９月２２日（土） 午後２時～４時 

講師：岡本 哲志 氏（都市形成史家） 

 
第2回 「東京を読む ～都市空間としての東京～」 

１０月１３日（土） 午後２時～４時 

講師：陣内 秀信 氏 
   （法政大学特任教授、中央区立郷土天文館館長） 

 
募集人数：１００名（応募多数の場合は講座ごとに抽選） 

応募方法：Webまたは往復はがき 

応募締切：9月9日（日） 

★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 

オリンピック・パラリンピック、伝統文化、
Books on Japanの各コーナーについて、
概要や展示資料をご紹介します。 

（各回20分程度） 

①9月7日（金）15時  

②9月13日（木）17時 

③9月18日（火）13時30分 

申込
不要 

申込
不要 

電子書籍を試してみよう！   4階 グループ閲覧室 

9月19日（水）午後３時～３時３０分 

「もしも遺言が 
   気になったら」  

「紫外線」 

「遠くへ行きたい～江戸
の旅と物見遊山～」 
「江戸・東京の花火」 

「オリンピック・パラリン
ピックとスポーツ写真」 

 「東京の博覧会」 

「没後50年  
 藤田嗣治」  

「ミケランジェロの世界」 

 「地域ブランディングの
最前線！」 

「決定！第159回芥川
賞・直木賞」 

統計情報の調べ方    １階 ビジネス情報コーナー 

9月27日（木）午後３時～３時３０分 

企業情報の調べ方     １階 ビジネス情報コーナー 

9月12日（水）午後３時～３時３０分 

定員：先着１０名 申込
不要 

申込方法：電話 または来館 

会場：４階企画展示室 

直接会場にお集まりください 

「日本の妖怪・幽霊・怪談
Japanese monsters, 
ghosts and  
ghost stories」 

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 


