
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 

「今こそ知りたい、レオナルド・ダ・ヴィンチ」 

ミニ展示  
「安全に自転車に乗るために」 

自転車の関係する事故が都内で増えていま
す。「東京都自転車安全利用条例」で賠償責
任保険への加入を義務にすることも検討され
ています。自転車の交通ルールや保険・法律
等に関する資料をご紹介します。 
 

ミニ展示   
「健康寿命を延ばそう！」 

健康づくりには、食事や運動のほか社会と
の関わりが重要です。日常生活ですぐ始め
られる健康づくりのコツに関する本をご紹介
します。 

美術展関連・棚展示 

「コートールド美術館展 印象派の画家たち」 

10月27日（日）～11月9日（土）は秋の読書
週間です。それにあわせ、今回は、子供の
読書活動推進に関する東京都の取り組み
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 

広報は企業を輝かせることもあれば、ピンチ
に陥れることもあります。基本から、効果的
なPRの方法、リスクマネジメントなど、企業
の広報に関する資料を紹介します。 

ミニ展示 

「広報は企業を救う」 

 〈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 

2019年は彼が亡くなってから500年目の年に当たり
ます。今回の展示では、彼の残した多くの作品とそ
の魅力を紹介します。有名な絵画だけでなく、彼が
手掛けた手稿も展示します。知っているようで知らな
い？！今こそ、レオナルド・ダ・ヴィンチについて知
識を深めてみませんか？ 

                 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 

「未来を支える読書 
～東京都の子供読書活動推進事業～」 

2/23（土） ～ 5/26（日） 

10/4 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（水） 

9/6 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（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  

「侍 Samurai」 

 

10/4（金）～1/8（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） 

  

東京文化財ウィーク２０１９参加企画展 「木子文庫に見る御大礼」 

当館の「木子文庫」に所蔵される資料を中心に明治天皇・大正天皇の御大礼（天皇の即位にともなう一連の儀式）
の様子をご紹介します。また、江戸城についても重要文化財を含む貴重資料でご紹介します。     

10/26（土） ～ 11/10（日） 4階 企画展示室・多目的ホール 

テーマ展示  

「２つの東京オリンピック」 

 

7/24（水）～11/6（水） 

9/6 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（水） 

9/6 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（水） 

9/6 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（水） 

10/4 
（金） 
 ｜ 
11/6 
（水） 

マネ最晩年の傑作「フォリー=ベルジェールのバー」
ほか約60点の作品が来日する東京都美術館の
「コートールド美術館展 魅惑の印象派」に関連し
て、マネ、ルノワール、セザンヌなど、印象派の画
家たちの伝記や画集を展示します。 

  

巡回展示 「DEUTSCHER FOTOBUCHPREIS 18|19」   主催：シュトゥットガルト・メディア大学 

ドイツ語圏の写真集を対象とした書籍賞「DEUTSCHER FOTOBUCHPREIS」の受賞作及びノミネート作品の展示
が初来日します。ゲーテ・インスティトゥート東京図書館発の国内巡回展示をどうぞお見逃しなく！ 

10/5（土） ～ 10/17（木） 4階 企画展示室 
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Tokyo Metropolitan Central Library 
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休館日 

室内展示 
 

4F 

トピック展示 「侍 Samurai 」 10/4（金）～ 1/8（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） 

統計情報の調べ方 

ショートセミナー 申込不要                                  

 
新聞記事探索 
 
10月24日（木） 
午後3時～3時30分 
 
１階 新聞閲覧コーナー 

テーマ展示 「2つの東京オリンピック」 7/24（水）～11/6（水） 

 
海外ビジネス情報の調べ方 
 
10月16日（水） 
午後3時～3時30分 
 
１階 ビジネス情報コーナー 

  

企画展示室 
巡回展示「DEUTSCHER FOTOBUCHPREIS 
18|19」   10/5（土）～10/17（木）  

 

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    

                  ミニ展示 「安全に自転車に乗るために」 9/6（金）～11/6（水）        

                ミニ展示 「健康寿命を延ばそう！」  9/6（金）～11/6（水） 

                     ミニ展示  「広報は企業を救う」 9/6（金）～11/6（水） 

ミニ展示 「未来を支える読書～東京都の子供読書活動推進事業～」 10/4（金）～11/6（水）            

         美術展関連・棚展示「コートールド美術館展 印象派の画家たち」 10/4（金）～11/6（水） 

          ミニ展示 「今こそ知りたい、レオナルド・ダ・ヴィンチ」 9/6（金）～11/6（水） 

休館日 

 
企業情報の調べ方 
 
10月27日（日） 
午後3時～3時30分  
 
１階 ビジネス情報コーナー 

多目的ホール 

東京文化財ウィーク 
2019参加企画展 
「木子文庫に見る御大礼」 

10/26（土）～11/10（日） 


