
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「狂言師 野村萬斎」 

ミニ展示 「ネットトラブルの法律知識」 
インターネットに関する法律は体系化されていま
せん。現行法に修正を加えて整備しているため、
知らずにトラブルに巻き込まれていた、ということ
も…。本展示では、ネットトラブルの回避や対応
策に役立つ資料をご紹介します。 
  

ミニ展示 

都立中央図書館では、健康・医療にかかわる啓発
期間や記念日、イベント情報などを掲載したカレン
ダーを作成しています。そこで今回は、そのカレン
ダーをもとに、年間を通してどのような行事や記念
日があるのか紹介し、関連する本を展示します。 

美術展関連・棚展示 

「マイケル・ケンナ その作品と人物」 
マイケル・ケンナは芸術文化勲章シェバリエを受賞
するなど、世界屈指の風景写真家として知られ、日
本を題材とした風景写真を多く撮影しています。東
京都写真美術館で、日本初の回顧展が開催されま
す。その作品・人物を、都立図書館で所蔵する写
真集や雑誌等を用いてご紹介します。 

年末年始のイベントに向けて、都内にイルミネー
ションが輝き始めます。明治時代、東京では勧業
博覧会の建物に盛大なイルミネーションが施され
ました。その後も東京タワー、銀座の看板などが夜
の街を照らしました。現代では日常的にも、季節の
イベントとしても楽しめるイルミネーションについて、
ガイドブックや写真集等をご紹介します。 

※ 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 

女性の働き方にスポットを当てた資料を中心に、そ
こから見えてくる男性の働き方や企業の取り組み
などに関する資料も併せてご紹介します。 

ミニ展示「女性の働き方」 

 〈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 

「健康・医療情報カレンダー」 

国内外の狂言・能公演、シェイクスピア劇や映像作
品への出演等幅広く活躍され、朝日舞台演劇賞、
芸術祭優秀賞等も受賞されている野村萬斎さん。
2020年東京五輪・パラリンピックの開閉会式で、演
出の総合統括責任者に就任しました。彼が演出す
る東京五輪・パラリンピックの開閉会式に期待と応
援を込めて「狂言師 野村萬斎」と狂言の世界を都
立図書館所蔵資料からご紹介します。 

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  
「アスリートと食」 

 

11/2（金）～  2/6（水） 

11/2 
（金） 

 ｜ 

1/9
（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  
「和食の魅力 Taste of Japan」 

 

11/2（金）～  2/6（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。 

テーマ展示 
「食卓の風景」 

「江戸の味、東京の味」 

                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 「東京のイルミネーション」 

 伝統・文化コーナー 

 

11/2（金）～  2/6（水） 

11/2 
（金） 

 ｜ 

1/9
（水） 

11/2 
（金） 

 ｜ 

1/9
（水） 

11/2 
（金） 

 ｜ 

1/9
（水） 

11/2 
（金） 

 ｜ 

1/9
（水） 

12/7 
（金） 

 ｜ 

1/9
（水） 

   1階 都市・東京情報コーナー 

江戸川区の葛西海浜公園が、国際的に重要な湿
地を保全する「ラムサール条約湿地」に都内で初
めて登録されました。葛西海浜公園やラムサール
条約に関する資料を紹介します。 

トピック展示 「葛西海浜公園」 11/5 
（月） 

 ｜ 

1/9
（水） 

11/17（土） ～ 12/12（水） 4階 企画展示室 

            

日本・アルゼンチン外交樹立120周年記念 「エミリオ・ファットゥーソ展：東方への道～絵画、俳句及び俳画～」 

11/17（土） ～ 12/12（水） 4階 企画展示室 

主催：在日アルゼンチン共和国大使館    後援：現代俳句協会  

アルゼンチンの詩人・画家である芸術家エミリオ・ファットゥーソ氏が制作したスペイン語による俳句と俳画の

展覧会です。12月2日 (日 )には、ご本人を交えたシンポジウム (現代俳句協会）も予定されています。  
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休館日 

                                   ミニ展示 「ネットトラブルの法律知識」 11/2（金）～ 1/9（水） 

ミニ展示 「健康・医療情報カレンダー」 11/2（金）～ 1/9（水） 

 テーマ展示 「食卓の風景」「 江戸の味、東京の味」 11/2（金）～ 2/6（水） 

   

テーマ展示 「アスリートと食」 11/2（金）～ 2/6（水） 
 

   トピック展示 「和食の魅力 Taste of Japan」 11/2（金）～ 2/6（水） 

休館日 

 ミニ展示 「東京のイルミネーション」 11/2（金）～ 1/9（水）                        

美術展関連・棚展示 「マイケル・ケンナ その作品と人物」 12/7（金）～ 1/9（水） 

                           

                      ミニ展示 「狂言師 野村萬斎」 11/2（金）～ 1/9（水） 
 

                                        ミニ展示 「女性の働き方」  11/2（金）～ 1/9（水） 

ショートセミナー 

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   

日本・アルゼンチン外交樹立120周年記念 
「エミリオ・ファットゥーソ展：東方への道 
～絵画、俳句及び俳画～」  
11/17（土）～ 12/12（水） 

室内展示 
 

人物情報の調べ方                  １階 ビジネス情報コーナー  

12月12日（水）午後3時～3時30分 

～ 共通テーマ「食」 ～ 

     
   

「ノルウェーの巨匠 
 エドヴァルド・ムンク」  
 12/5（水）まで 

申込不要                                  

謎解きイベント 
「Live-Rally－運命をつなぐ物語２－」 

謎解きイベント第二弾を開催します！期間中は自由に
参加できますので、ぜひ挑戦してください。 

【日時】 11月17日（土）～12月20日（木） 
     の開館時間中 (休館日を除く）  

【問題配布時間】  
     平日…午前10時から午後8時まで 
     土日…午前10時から午後4時30分まで  

【参加方法】1階総合案内・相談カウンターで申込 

企業情報の調べ方                  １階 ビジネス情報コーナー  

12月19日（水）午後7時～7時30分 

 トピック展示 「葛西海浜公園」 11/5（月）～ 1/9（水）                        

手話でめぐるバックヤードツアー 要申込 

聴覚障がいのある方のための、手話による図書館見学ツアーです 
         

【日時】 12月8日（土） 午前10時３０分～12時 

【申込方法】来館、FAX、図書館HP 定員１０名(先着順） 

 
 
  

休館日 

※(年末年始 
  1月3日(木）

まで休館） 

     
   

第1回 東京水道フォトコンテスト受賞作品展 
        （水道局主催） 
 12月3日（月）～10日（月）       

【会場】4階多目的ホール 

多目的ホール 
 

                           
                    
「第1回東京水道フォトコンテスト受賞 
作品展」 12/3（金）～12/10（水） 

 

    
「拉致被害者救出運動」写真パネル展  
12/16（日）～ 27（木） 

     
   

「拉致被害者救出運動」写真パネル展 
（総務局主催） 

12月16日（日）～27日（木） 

平日…午前10時から午後8時まで 

土日…午前10時から午後4時30分まで       

【会場】4階企画展示室 


