
            

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「江戸絵画の奇想」 

ミニ展示 「だまされない！消費者トラブル対策」 

オレオレ詐欺、マルチ商法、ネットトラブルなど、身
近に潜む消費者トラブル。身近な人を守るための
対策、被害に遭ったときの対処法などを紹介した
本を展示します。 

ミニ展示 「治療と仕事の両立」 

治療と職業生活の両立を支援するための、企業や
行政等によるさまざまな取り組みに関する資料をご
紹介します。 

美術展関連・棚展示 「新しい北斎」 

森アーツセンターギャラリーでは、「新・北斎展  
北斎、前人未到の世界へ。」が開催されています
（2019年3月24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北斎に関する図書、
雑誌の特集などのうち、2016年以降に発行された
新しい資料を展示いたします。 

都内在住の外国人の方の数が52万人を超える
いま、都内の取組みや、世界各国の文化に触れ
られる場所を紹介する資料を通して、多文化共
生について考えてみませんか？ 

※ 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 

２０１９年はどんな一年になるのか。世界はこれから
どうなっていくのか！？様々な未来予測に関する資
料を集めてご紹介します。新たな課題や目標が見え
てくるかも？ 

ミニ展示「2019年を予測する」 

 〈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 

東京都美術館では、2019年2月9日(土)から4月7日
(日)まで「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワール
ド」が開催されます。これに合わせ、東京都立図書
館では展覧会の主要画家8名に関する当館所蔵
資料を展示いたします。 

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  
「聖火」 

 

2/8（金）～  5/8（水） 

1/11 
（金） 

 ｜ 

3/6
（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  
「Fukushima &  Kumamoto  
Japan  Ear thquakes」 

 

2/8（金）～  5/8（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   

ミニ展示 「東京から多文化共生を考える」 

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  

「いけばな～花に託す永遠の美～」 

「江戸・東京おしゃれ図絵」 

 伝統・文化コーナー 

 

2/8（金）～  5/8（水） 

1/11 
（金） 

 ｜ 

3/6
（水） 

1/11 
（金） 

 ｜ 

3/6
（水） 

2/8 
（金） 

 ｜ 

4/3
（水） 

2/8 
（金） 

 ｜ 

3/6
（水） 

2/8 
（金） 

 ｜ 

3/6
（水） 

ペルー日本人移住１２０周年・２０１９年日本ペルー交流年記念展示 

「¡Vamos al Perú! ～ペルーに渡った日本人～」 

２０１９年は、ペルーへの日本人移住が始まって１２０周年の記念の年です。ペルーにゆかりのある様々な分野の
日本人・日系人の方々や、古代遺跡、ナスカの地上絵、鮮やかな民族衣装、注目のペルー料理など、ペルーの 
魅力をご紹介します。 

2/23（土） ～ 5/26（日） 4階 企画展示室 

   4階 企画展示室 

1/11 
（金） 

 ｜ 

2/11
（月） 

「世界中の国のこともっと知ろう！番外編  

～中央アジア～」 

「中央アジア公開セミナー」(１月１５日開催）に
関連して、中央アジアの国々（カザフスタン、  
ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルク
メニスタン）を紹介しています。当館の所蔵資料
のほか、民族衣装なども展示しています。 

  3階 閲覧室入口 

   1階 都市・東京情報コーナー 

東京府開設より150年、明治・大正・昭和・平成と 

４つの時代を経て、東京も新しい時代を迎えます。
本展示では、東京の平成30年間を当館所蔵資料
で振り返ります。Part1【トピック編】では、平成に起

きた出来事や話題を中心に、東京の世相や社会
の変化に注目します。 

トピック展示          

 「平成の東京1989-2019 Part1【トピック編】」 
1/11 
（金） 

 ｜ 

3/6
（水） 

トピック展示「決定！第160回芥川賞・直木賞」 

第160回芥川賞・直木賞の決定にちなみ、今回の
受賞作を含む三名(上田岳弘さん、町屋良平さん、
真藤順丈さん)の著作を展示しています。ぜひご
覧ください。 

1/17 
（木） 

 ｜ 

3/6
（水） 
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Tokyo Metropolitan Central Library 

東京都立中央図書館  
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美術情報コーナー 
 

休館日 

 テーマ展示 「いけばな～花に託す永遠の美～」「江戸・東京おしゃれ図絵」  
2/8（金）～ 5/8（水） 

   

テーマ展示 「聖火」  
2/8（金）～ 5/8（水） 

 

トピック展示 「Fukushima & Kumamoto Japan Earthquakes」 
 2/8（金）～ 5/8（水） 

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    

室内展示 
 

～ 共通テーマ「食」 ～ 

     
   

法律情報講演会 

「これでだまされない！ 

消費者トラブルの事例と対策」 
 

3月3日（日） 午後2時～4時 

講師：上原 みづほ 弁護士 
（法テラス東京法律事務所、東京弁護士会所属） 

 

募集人数：100名（応募多数の場合は抽選） 

応募方法：Webまたは往復はがき 
応募締切：2月15日（金） 

ショート
セミナー 

ビジネス情報の調べ方  1階ビジネス情報コーナー  

2月13日（水）午後3時～3時30分 

申込
不要                                  

東京の地価・路線価を探す 1階都市・東京情報コーナー  

2月20日（水）午後3時～3時30分 

休館日 

    
「世界中の国のこともっと知ろう！番外編
～中央アジア～」 2/11（月）まで 

図書館ツアー 

受付開始： 
12月7日(金） 

申込方法： 
電話または来館 

日本美術を巡るツアー  
2月12日（火） 午後3時～4時 

新聞記事探索ツアー  
2月21日（木） 午後3時～4時 

要申込 

                          ミニ展示 「だまされない！消費者トラブル対策」  
                           1/11（金）～ 3/6（水） 

ミニ展示 「治療と仕事の両立」 
1/11（金）～ 3/6（水） 

ミニ展示 「東京から多文化共生を考える」  
 2/8（金）～ 3/6（水）                     

美術展関連・棚展示 「新しい北斎」  
 2/8（金）～ 3/6（水） 

                         ミニ展示 「江戸絵画の奇想」 
                                  2/8（金）～ 4/3（水） 

                                      ミニ展示 「2019年を予測する」   
                           1/11（金）～ 3/6（水）  

要申込 

 「アニメーションの美」  
 2/6（水）まで 

 「狂言師 野村萬斎」  
 2/6（水）まで 

「東京の感染症予防・対
策」 2/6（水）まで                     

「食卓の風景」「江戸の味、
東京の味」 2/6（水）まで 

   
「アスリートと食」  
2/6（水）まで 

 

「和食の魅力 Taste of 
Japan」 2/6（水）まで 

                          トピック展示「決定！第160回芥川賞・直木賞」 

                         1/17（木）～ 3/6（水） 

トピック展示 「平成の東京1989-2019 Part1【トピック編】」 
 1/11（金）～ 3/6（水）                     

閲覧室入口 
 

ペルー日本人移住120周年・2019年 

日本ペルー交流年記念展示 

「¡Vamos al Perú!  
～ペルーに渡った日本人～」 

2/23（土）~5/26（日） 


