
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 「オリンピック・新競技」 

ミニ展示  「社会を明るくしよう！        
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える～」 

安心・安全な暮らしを叶えるためには、犯罪や非行
を生み出さない家庭・地域づくりや、立ち直ろうと 
決意した人を理解し、社会で受け入れることが大切
です。孤立や依存症、立ち直りを支える更生保護
に関する本を紹介します。 
 

ミニ展示  「夏を乗り切る！」 

夏バテ・熱中症・紫外線…対策は万全ですか？ 
体調を崩さずこの夏を乗り切るために役立つ本を
ご紹介します。 

美術展関連・棚展示 「いまを生きるミュシャ」 

没後80年経った今も人気を博しているアルフォ
ンス・ミュシャ。Bunkamuraザ・ミュージアムで 
開催されている「みんなのミュシャ ミュシャから
マンガへ－線の魔術」に関連して、ミュシャの画
集や展示図録、影響をうけた画家の資料などを
展示します。 

猛暑が続く日は、水辺が恋しくなりますね。今月は
気軽に出かけて楽しめる都内の川や水辺に関す
る資料をご案内します。消えた川や河川と都市の
成り立ちについてもご紹介します。 

※ 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 

ダイバーシティとは、性別、人種、学歴、価値観など
の多様性を受け入れ、人材を積極的に活用しようと
いう考え方のことです。会社でダイバーシティを実現
するための、経営戦略に関する資料をご紹介します。 

ミニ展示  

「ダイバーシティ（多様性）を実現する経営戦略」 

 〈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 

2020年東京オリンピックに新しい競技が5つ追加
されました。それぞれどんな競技なのか、初心者
向けの入門書などをご紹介します。 

                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   

 ミニ展示 

 「江戸の川・東京の川 ～東京の水辺を楽しむ～」 

2/23（土） ～ 5/26（日） 

8/2 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

7/5 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

7/5 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

7/5 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

8/2 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

都立中央図書館が所蔵する 
１６万３千冊の洋書の中から
日本に関する洋書を集めま
した。 

 Books on Japan 

トピック展示  

「Summer traditions 
-fireworks‐」 

 

8/2（金）～11/6（水） 

7/5 
（金） 
 ｜ 
9/4 
（水） 

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 

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  

「庭とたてもの ～眺めて感じる
日本～」 

「江戸・東京-まちの縁起もの」 

 伝統・文化コーナー 
 

8/2（金）～11/6（水） 

  

企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！～東京２０２０大会まであと１年～」 

これまでのオリンピック・パラリンピック大会に選手団を派遣してきた、約200の国と地域に関する本や情報をご紹介

します。また、これまでに開催された夏季オリンピック・パラリンピックをより深く知るための資料も展示します。                

7/24（水） ～ 10/2（水） 4階 企画展示室 

              ◆◆◆ クイズラリー 「オリンピック・パラリンピックをもっと知ろう！」  ◆◆◆ 

    館内のオリンピック・パラリンピック関連展示をめぐるクイズラリーです。 

    すべてのクイズに回答された方全員にオリジナルグッズをプレゼントします。        

                ◆◆◆ ほかにも会期中、関連イベントあり（裏面をご覧ください）◆◆◆ 

 

テーマ展示  

「２つの東京オリンピック」 

 

7/24（水）～11/6（水） 

  2階 閲覧室入口付近  

ミニ展示 「日本の学校・世界の学校」 

企画展示に関連して、教育の歴史や体育・学校
スポーツその他の各教科、教育制度や教科書、
学校生活の違い、小学校から大学までの学校建
築など、日本と世界の学校教育に関する様々な
資料を集めて紹介します。 

7/24 
（水） 
 ｜ 
10/2
（水） 

   「展示ガイド」内の 
   このマークの会場に 
   チェックポイントあり 



8月 
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Tokyo Metropolitan Central Library 

東京都立中央図書館  

ビジネス情報
コーナー 

健康・医療情報
コーナー 

都市・東京 
情報コーナー  

1F 

オリンピック・ 
パラリンピック
コーナー 

伝統・文化
コーナー 

Books  
on Japan 

法律情報 
コーナー 

3F 
美術情報
コーナー 

 

休館日 

室内展示 
 

       ミニ展示 「社会を明るくしよう！～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える～」 7/5（金）～ 9/4（水）             

ミニ展示 「夏を乗り切る！」  7/5（金）～ 9/4（水）   

               ミニ展示  「ダイバーシティ（多様性）を実現する経営戦略」 7/5（金）～ 9/4（水）   

ミニ展示 「江戸の川・東京の川 ～東京の水辺を楽しむ～」 8/2（金）～ 9/4（水）                     

                  美術展関連・棚展示「いまを生きるミュシャ」 8/2（金）～ 9/4（水） 

4F 

                      ミニ展示「オリンピック・新競技」 7/5（金）～9/4（水） 

トピック展示 「Summer traditionsーfireworks－」 8/2（金）～ 11/6（水） 

 テーマ展示「庭とたてもの～眺めて感じる日本～」「江戸・東京-まちの縁起もの」 8/2（金）～ 11/6（水） 

ショートセミナー 申込不要                                  

市場情報の調べ方 

8月21日（水） 
午後3時～3時30分  
１階  ビジネス情報コーナー  

テーマ展示 「2つの東京オリンピック」7/24（水）～11/6（水） 

図書館ツアー 

 先着10名         

 受付開始  7月 20日（土）   

 申込方法：電話または来館 

夏休み手作り和本体験ツアー 

8月20日（火）  
午後2時～4時  

江戸明治東京重ね地図 

8月8日（木） 
午後3時～3時30分  
１階  都市・東京情報コーナー  

  

企画展示室 

上映会 

 上映開始：午後2時（開場1時30分） 会場：4階多目的ホール 

申込不要                                  

2F                   ミニ展示 「日本の学校・世界の学校」 7/24（水）～10/2（水）                     

企画展示「世界中の国のこと、もっと知ろう！～東京２０２０大会まであと１年～」 7/24（水）～10/2（水）  

 

閲覧室 
入口付近 

 

各回100名程度 

（先着順）無料 

オリンピック・  
パラリンピック関連  

【リバイバル】謎解きイベント 
「Live-Rally（ライブラリー）ー運命をつなぐ物語2ー」 
 
8月2日（金）～8月12日（月・祝） 
 
参加希望の方は1階「総合案内・相談カウンター」へお越しください。 

ナイトツアー  

8月30日（金）  
午後7時～8時  

8月2日（金）『夢追いかけて』（１２２分） 

  

8月10日（土） ※３本立て 

『プロジェクトX／挑戦者たち 料理人たち 炎の
東京オリンピック』（４３分） 

『プロジェクトX／挑戦者たち 首都高速 東京
五輪への空中作戦』（４３分） 

『古代のオリンピックとは?2500年前のアスリート』 
                            

 

8月23日（金） 

  

8月25日（日） 

各回共通 

『TOKYO1964／東京オリンピック
開催に向かってvol.1』（１２９分） 

1964年の東京オリンピックを控えた東京
の姿を捉えたドキュメンタリー映画集 

Vol.1収録作品 『新東京の顔』『銀座
八丁』『高速1・4号線』ほか  

 

『TOKYO1964／東京オリンピック
開催に向かってvol.2』（１２３分） 

Vol.2収録作品 『東京1963年（都政
記録)』『浅草』『東京の空の下』ほか  

水泳でパラリンピック金メダルをとり、日本でたった
一人の全盲の中学教師になった河合純一氏の
実話です。 

申込不要                                  

（49分） 

 

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    


