
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
「美術館のことを知ろう～2020開館ラッシュ！～」

ミニ展示 「賢い消費者の心得」

令和元年6月14日よりチケット不正転売禁
止法が施行されました。転売チケットをはじ
め、様々な消費者トラブルに巻き込まれな
いための資料をご紹介します。

ミニ展示
「命をつなぐ救急医療」

日常生活の中で必要となるかもしれない
応急手当の方法や、救急車を呼ぶような
場面、そして命にかかわる緊急事態など、
日頃から知っておきたい救急医療に関す
る資料を紹介します。

美術展関連・棚展示

「狩野派－日本絵画史上最大の画派」

今夏、いよいよ東京2020大会が開催され
ます。過去に開催された夏季オリンピッ
ク・パラリンピックを知り、今年のオリン
ピック・パラリンピックを楽しむための資
料を展示します。

※ 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

アラビア語で「ハラル」とは、イスラムの教
えで「許されている」ということを意味しま
す。世界人口の約1/4を占めるイスラム
教徒に向けた商品やサービスに関する
資料を紹介します。

ミニ展示 「ハラルマーケット」

〈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、日本全国で様々な美術館が
リニューアルオープンや新規開館の
ラッシュを迎えます。そんな年の始まり
にふさわしく、今回は美術館そのもの
をもっと知ることができる資料を集め、
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

「東京に来る！～これまでの夏季オリンピック・

パラリンピックを知って今年を楽しもう～」

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

テーマ展示

「Enjoying Japanese Sake
日本酒を楽しむ」

1/10（金）～ 3/4（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

「日本の文化・産業・自然遺産」

「江戸の湊・東京の港」

伝統・文化コーナー 2/7（金）～ 5/6（水）

テーマ展示

「新競技2020」

2/7（金）～5/6（水）
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（水）400年もの間、画壇において常に中心的な役

割を担ってきた、日本絵画史上最大の画派
である狩野派。出光美術館で開催される「狩
野派－画壇を制した眼と手」（2/11～3/22）
に関連して、都立中央図書館が所蔵する狩
野派についての資料を展示します。

企画展示 「東京ベイエリア」

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて開発が進められている東京ベイエリア。その
一方で、葛西海浜公園の干潟がラムサール条約湿地に登録されるなど、東京湾の自然環境にも注目
が集まっています。本展示では、人々の暮らしや産業を支え、開発により変貌を続ける東京ベイエリア
について、現在までの変遷の様子を中心に取り上げます。

1/18（土） ～ 3/8（日）4階 企画展示室

☆期間中、関連イベントを開催します（裏面をご覧ください）☆
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テーマ展示 「Enjoying Japanese Sake 日本酒を楽しむ」 1/10（金）～ 3/4（水）

「日本を彩る 色と文様」
「東京年末年始」
2/5（水）まで

統計情報の調べ方

ショートセミナー

東京の住宅地図案内 会場：5階 交流ルーム

2月19日（水）午後3時～3時30分

「田畑政治～水泳教育とオ
リンピック～」2/5（水）まで

企業情報の調べ方 会場：5階 交流ルーム

2月12日（水）午後7時～8時

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 「賢い消費者の心得」 1/10（金）～3/4（水）

ミニ展示 「命をつなぐ救急医療」 1/10（金）～3/4（水）

ミニ展示 「ハラルマーケット」 1/10（金）～3/4（水）

ミニ展示「東京に来る！～これまでの夏季オリンピック・パラリンピックを知って今年を楽しもう～」 1/10（金）～3/4（水）

ミニ展示 「美術館のことを知ろう～2020開館ラッシュ！～」 1/10（金）～3/4（水）

休館日

4F 企画
展示室

企画展示 「東京ベイエリア」 1/18（土）～3/8（日）

謎解きイベント

「Live-Rally（ライブラリー）－運命をつなぐ物語3－」

【自由参加】 1月18日（土）～3月8日（日）（休館日を除く）

問題配布場所：1階総合案内・相談カウンター
配布時間：平日：開館～午後8時 土日：開館～午後4時30分

Ⓠ

古き東京を知るツアー

2月13日（木）午後3時～4時30分

図書館ツアー

日本美術を巡るツアー

2月20日（木）午後3時～4時30分

要申込

申込不要

テーマ展示「日本の文化・産業・自然遺産」
「江戸の湊・東京の港」 2/7（金）～5/6（水）

テーマ展示 「新競技2020」 2/7（金）～5/6（水）

美術展関連・棚展示「狩野派－日本絵画史上最大の画派」 2/7（金）～3/4（水）

申込不要

申込方法:電話または来館

定員：各回先着10名

要申込公開講座 「東京ベイエリアの変遷」

第1回 「東京湾 自然の恵み～思い出の生き物はどうしてる？～」

2月23日（日） 午後2時～4時
講師：風呂田利夫氏（「東京湾の環境をよくするために行動する会」会長）

葛西臨海水族園による東京湾を中心とした生き物の展示も行います。
講演中、講師が生き物についても解説します。

第2回 「東京湾岸地域の変遷～歴史と地域づくり～」

2月29日（土） 午後2時～4時
講師：志村秀明氏（芝浦工業大学建築学部教授）

各回定員：120名 応募締切：2月9日（日）

応募方法：都立図書館ホームページまたは往復はがき

申込不要

大学・大学院留学説明会

「アメリカ留学、はじめの一歩！」

２月９日（日）午後2時～3時30分

講師：米国大使館 EducationUSAアドバイザー

企画展示「東京ベイエリア」ミニ講座

「海の情報いろいろ～ペリー来航以降の東京湾の海図の変遷～」

2月15日（土） 午後3時～3時30分

講師：矢吹哲一朗氏（海上保安庁海洋情報部）

会場：4階企画展示室

企画展示に関連する東京湾の海図の変遷を中心に、海底の地形などの海の情報を

わかりやすく解説していただきます。

申込不要

「上村松園～女性の眼
で描いた美人～」
2/5（水）まで


