
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 
「本で楽しむディズニーの魅力」 

ミニ展示  
「動物・ペットと法律」 

ペットの飼育やトラブル、希少動物の保
護、鳥獣害対策など、身近な動物から野
生動物の問題まで。人間社会における動
物やペットに関する法律の資料ほか、幅
広く集めて紹介します。 
 

ミニ展示   
「How can I  help you?  
～外国人の方に届ける医療～」 

日本で暮らす、あるいは日本を訪れる
外国人の方の数は年々増加しています。
また、改正出入国管理法（入管法）が
2019年4月から施行され、外国人労働
者の受け入れ拡大も見込まれます。外
国人の方でも安心して診察や治療を受
けられる環境を整えるための資料を紹
介します。 

美術展関連・棚展示 

「炎の画家 ゴッホ」 

東京2020大会が迫り、外国語を母語と
する観光客や在住者がさらに増加して
いるなか、安心かつ安全に過ごしてもら
うため、東京都は様々な施策を行って
います。今回は、東京の観光や防災情
報など、外国語でTOKYOを伝える・知る
時に役立つ資料を紹介します。  

※ 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 

動画やSNSを活用したインターネット広
告の市場は拡大し続けています。ネッ
ト広告の種類や作り方、広告に関わる
企業、関連した法律などの資料を紹介
します。 

ミニ展示 
「インターネット広告」 

 〈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 

1928年11月18日にミッキーマウスのデ
ビュー作「蒸気船ウィリー」が公開されて
から91年。個性的でかわいらしいキャラ
クターたちは今もなお世界中で愛されて
います。今回は都立図書館が所蔵する
ディズニーに関する資料を展示します。 

               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  
「外国語で伝えるTOKYO  
～観光から防災まで～」  

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  

「日本を彩る 色と文様」 

「東京年末年始」   

 伝統・文化コーナー 
 

11/8（金）～ 2/5（水） 

テーマ展示  

「田畑政治 

～水泳教育とオリンピック～」 

 

11/8（金）～ 2/5（水） 
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11/8 
（金） 
 ｜ 
1/8 
（水） 鮮やかな色彩とタッチで世界中から愛

されている画家フィンセント・ファン・
ゴッホ。37年という短い人生の中で彼
が画家として活動したのはわずか10
年間でした。上野の森美術館でのゴッ
ホ展に関連して、画集や伝記を展示し
ます。 

https://3.bp.blogspot.com/-jwnSm3ZbTUU/WEVXgP_CukI/AAAAAAABAMM/nQSFziVP0TUxfmokWf58q5q8a3a6ypWrwCLcB/s800/christmas_dance_tonakai.png
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休館日 

室内展示 
 

トピック展示 「侍 Samurai 」  
10/4（金）～ 1/8（水） 

 テーマ展示「日本を彩る 色と文様」「東京年末年始」 
 11/8（金）～ 2/5（水） 

統計情報の調べ方 

ショートセミナー 申込不要                                  

 
企業情報の調べ方 
 

12月18日（水） 

午後7時～7時30分 

 
１階 ビジネス情報コーナー 

テーマ展示 「田畑政治～水泳教育とオリンピック～」  
11/8（金）～2/5（水） 

 
人物情報の調べ方 
 

12月4日（水） 

午後3時～3時30分 

 
１階 ビジネス情報コーナー 

 

 

  

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    

                                ミニ展示 「動物・ペットと法律」 
                             11/8（金）～1/8（水）        

              ミニ展示 「How can I help you? ～外国人の方に届ける医療～」  
                            11/8（金）～1/8（水） 

                                  ミニ展示  「インターネット広告」  
                             11/8（金）～1/8（水） 

休館日 

ミニ展示 「外国語で伝えるTOKYO ～観光から防災まで～」 
12/6（金）～1/8（水）            

           美術展関連・棚展示「炎の画家 ゴッホ」  

                         12/6（金）～1/8（水） 

                         ミニ展示 「本で楽しむディズニーの魅力」  
                             11/8（金）～1/8（水） 

手話でめぐる 
バックヤードツアー 

定員:先着10名 
    聴覚障がいのある方と付添1名まで         

申込方法：HP、FAXまたは来館 

締切：12月3日(火） 
    ※定員に達し次第、締切ります 

 
12月7日（土）  

午後2時～3時30分  

休館日 

※年末年始 
(1月3日(金) 

まで）休館 

「ハプスブルク家の
600年」 
12/4（水）まで 

「空にも届きそ
う！東京の超高
層ビル」12/4
（水）まで            


