
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  
「即位と改元～新元号「令和」を祝して～」 

ミニ展示  「“士”のつく職業 法律編  
～困った時に頼れる法律の専門家たち～」 

弁護士・司法書士・行政書士・税理士・不動産鑑定
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
関する資料を集めてご紹介します。 

ミニ展示  「吸う人も 吸わない人も  
Tobacco and lung health」 

5月31日は世界禁煙デー。今年のテーマは「たばこ
と肺の健康」です。みんなが健康・快適に過ごすた
めの取組、たばこによる健康被害に関する本を紹
介します。 

美術展関連・棚展示 「宮本隆司と建築」 

建築専門誌の編集部員を経て写真家となった宮本
隆司。建築の解体現場や被災地などを写した作品
からは、都市の変容が見えてきます。東京都写真
美術館で開催中の「宮本隆司 いまだ見えざるとこ
ろ」（7月15日まで）に関連して、宮本隆司の写真集
や展示図録などを展示します。 

東京都立中央図書館のある港区の有栖川宮記念
公園は、都会の中にあって自然豊かで、景観の素
晴らしい公園です。この公園の歴史や特徴、都立
図書館周辺地域の愉しみ方など、当館所蔵資料
でご紹介します。 

※ 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 

実は気になっている仕事、ありませんか？飲食店、
美容、販売、代行サービス、コンサルティング… 
アイデアを実現するための、開業事例や起業方法
に関する資料をご紹介します。 

ミニ展示 「「商売（ビジネス）」のはじめかた」 

 〈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 

新たな元号「令和」が5月1日から始まりました。 
新天皇即位を祝して、古代からの現代までの即位儀
式や、元号の歴史に関する資料などを展示します。 

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  

「日本初のオリンピック出場選手 
金栗四三」 

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  

「Japonism 
 -Japan in Western Art-」 

                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  

「有栖川宮記念公園と麻布地域を愉しむ」 

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  

「おべんとう 
～箱に楽しみを詰め込んで～」 

「江戸時代に学ぶ生活の知恵」 

 伝統・文化コーナー 

2/23（土） ～ 5/26（日） 

   1階 都市・東京情報コーナー 

トピック展示  「平成の東京1989-2019  
【最終編】平成の東京を巡ろう！」 

5/10 
（金） 
 ｜ 
6/10 
（月） 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、いよいよ新しい時代がスタートしまし

た。平成の東京を振り返る本展示も今回が最終編と

なります。30年間で変化した東京、変わらない東京

を巡るためのガイドブックや資料をご紹介します。 

5/10 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

  2階 閲覧室入口付近  

トピック展示 「祝！プリツカー賞受賞 磯崎新」 

建築のノーベル賞といわれているプリツカ―賞を
磯崎新氏が受賞されました。磯崎氏の作品集や
著作など、関連資料を展示しています。 

  2階 閲覧室入口付近  

トピック展示 「平成スイーツコレクション」 

ティラミス、タピオカ、ナタデココ、マカロン、生キャラ
メルなど、平成に流行したスイーツを振り返ります。 

5/10 
（金） 
 ｜ 
6/10
（月） 

   1階 新聞閲覧コーナー 

3/22 
（金） 
 ｜ 
6/10 
（月） 

平成の30年間を30冊の雑誌で振り返ります。6月の
テーマは「最終回特集」（5/24～6/10）です。平成で
休刊してしまった懐かしい雑誌が並びます。ぜひご
覧ください。 

トピック展示          
 「時代を映す鏡＝雑誌でふりかえる「平成」」 

5/10 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

5/10 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

5/10 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

6/7 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

3/8 
（金） 
 ｜ 
6/10 
（月） 

 

5/10（金）～７/31（水） 

5/10 
（金） 
 ｜ 
7/3 
（水） 

 

5/10（金）～７/23（火） 

 

5/10（金）～７/31（水） 
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休館日 

室内展示 
 

                 ミニ展示 「“士”のつく職業 法律編 ～困った時に頼れる法律の専門家たち～」 
                           5/10（金）～ 7/3（水）            

ミニ展示 「吸う人も 吸わない人も Tobacco and lung health」  
5/10（金）～ 7/3（水）  

                           ミニ展示  「「商売（ビジネス）」のはじめかた」  
                           5/10（金）～ 7/3（水）    

トピック展示「平成の東京1989-2019 
【最終編】 平成の東京を巡ろう！」 
       5/10（金）～ 6/10（月）                     

ミニ展示 「有栖川宮記念公園と麻布地域を愉しむ」  
5/10（金）～ 7/3（水）                     

                   美術展関連・棚展示「宮本隆司と建築」  

                       6/7（金）～ 7/3（水） 

トピック展示 「時代を映す鏡＝雑誌でふりか
える「平成」」 3/22（金）～6/10（月）                     

新聞閲覧
コーナー  

2F 
閲覧室 
入口付近 

 

トピック展示「祝！プリツカー賞受賞 磯崎新」  
3/8（金）～ 6/10（月）                     

トピック展示 「平成スイーツコレクション」  
5/10（金）～ 6/10（月）                     

                   ミニ展示「即位と改元～新元号「令和」を祝して～」  
                          5/10（金）～7/3（水） 

テーマ展示 「日本初のオリンピック出場選手 金栗四三」  
5/10（金）～7/23（火） 

トピック展示 「Japonism -Japan in Western Art-」  
5/10（金）～ 7/31（水） 

 テーマ展示 「おべんとう～箱に楽しみを詰め込んで～」「江戸時代に学ぶ生活の知恵」  
5/10（金）～ 7/31（水） 

ショートセミナー 申込不要                                  

会場：１階ビジネス情報コーナー  

市場情報の調べ方 

 

6月5日（水） 

午後7時～7時30分 

休館日（特別整理期間） 

美術展関連・棚展示 

「クリムトの黄金世界」 
5/10（金）～6/5（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    

※希望日の1か月前までに申し込んでください 

要申込  図書館ツアー オンデマンド 

ご希望の平日（午前10時~午後5時、祝日と休館日を 

除く）に5~12名のグループで見学できます。 

 

 
   

URL:https://www.library.metro.tokyo.jp/guide/event/tour/ 

 

申込方法：HPから 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 


