
            

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 ビジネス情報コーナー 

  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「もっと知りたい西郷隆盛」 

カザフスタン共和国は、東西の交易路シルクロードの要所として栄えた歴史ある国です。今回寄贈いただいた図書とともに、
広大なカザフスタンの地の文化や暮らし、自然などをご紹介します。 

ミニ展示 「新生活の住まいと暮らしに」 

春は入学、就職、引越しなど、新たなスタートの季節。
新生活に役立つ、賃貸やご近所づきあい等に関する
資料をご紹介します。 

ミニ展示 

災害に遭うことを想像することで、どのような準備をす
べきなのかが見えてきます。災害への備えを具体的に
考えてみませんか？ヒントになる資料をご紹介します。 

美術展関連・棚展示 「2017年 展示会カタログ」  

2017年度に、都立中央図書館で収集した展覧会図録（カタ
ログ）を展示します。カラーの美しい画像をお楽しみください。 

ミニ展示 「ビジネスコミックの魅力」 

ミニ展示 

「東京タワー」 
都立中央図書館からもよく見える東京タワーは、3月3日
に特別展望台がトップデッキと改称しリニューアル。東京
タワーの歴史や見どころ、その他の都内の塔について、
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 

「カザフスタン展」 

  1階 ビジネス情報コーナー 

気になるあの人は、どんな働き方をしているのか？ 
一流企業や話題の人、様々な職業の仕事術や情報管
理に関する本を集めてみました。新年度から試す絶好の
チャンスです！ 

ミニ展示 「あの人の仕事術」 

 〈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 
 

 3/24（土）～ 6/11（月) 

ビジネス書の内容を漫画化した「ビジネスコミック」と、
その原作を集めました。 

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。 

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。 

「防災と医療」 

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。 
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NHKの大河ドラマ『西郷どん』で今あらためて注目されてい
る維新の雄・西郷隆盛。注目が高まるにつれて、西郷に関
する本の出版も増えてきています。大河ドラマのほか、肖
像画や銅像による固定的なイメージが強い西郷について、
その実像をより深く知ることができる資料をご紹介します。 

                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    

         

「館内スタンプラリー」 １/２０（土）～３/１１（日）   
本展を含む館内５か所にスタンプを設置します。 

「司書によるギャラリートーク」 １/２０（土）～３/１１（日）  
１５時～１５時３０分 （※公開講座開催日2月4、10、18日を除く）  

館内スタンプラリー 
スタンプ設置場所 

4階 企画展示室  

 Books on Japan 

 伝統・文化コーナー 

1階中央ホール合同展示  

「日本の技術 」 

 

2/2（金）～ 5/9（水） 

トピック展示  

「平昌（ピョンチャン） 
オリンピック ・パラリンピック 」 

 
1/12（金）～ 3/28（水） 
 

  1階 ビジネス情報コーナー 

シリーズミニ展示 「リーダーの本棚（28）」 

各界のリーダーが、読書経験や座右の書などを紹介
する、日本経済新聞土曜版に掲載の「リーダーの本
棚」。本展示では、過去に掲載されたリーダーを２人ず
つピックアップし、関連資料をご紹介します。 

テーマ展示 

「江戸・東京の手しごと」 

 

3/2（金）～  5/9（水） 

  2階 社会・自然科学資料室内 

企画展示関連ミニ展示 

「東京の『遊園地』いまむかし」 
大人も子どもも楽しめる遊園地。主に都内の遊園地につ
いて、最近の事情や過去に存在した施設を当館所蔵の
資料でご紹介します。 

1/20 
（土） 

 ｜ 

3/11 
（日） 

  4階 企画展示室 

企画展示  「『東京』いまむかし～鉄道網の発達
による賑わいの変遷～」  

1/20 
（土） 

 ｜ 

3/11
（日） 

江戸当時の賑わいと、明治以降の鉄道網の発達により、
東京各地に広がっていった賑わいの様子を、今昔も対比
しながら紹介していきます。 

◆◇◆ 同時開催 ◆◇◆ 

館内スタンプラリー 
スタンプ設置場所（3/11まで） 

館内スタンプラリー 
スタンプ設置場所（3/11まで） 

館内スタンプラリー 
スタンプ設置場所（3/11まで） 

館内スタンプラリー 
スタンプ設置場所（3/11まで） 

東京都立図書館・カザフスタン共和国国立アカデミック図書館  
図書交換記念   
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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 

企画 
展示室 

法律情報 
コーナー 

4F 

3F 室内展示 
 

美術情報 
コーナー 

休館日 

法律情報講演会 

「弁護士に聞く 知っておきたい相続の知恵」  

日時：3月18日（日）14時～16時 
講師：竹川 忠芳弁護士 
    （公益財団法人日本調停協会連合会理事長、 
     第一東京弁護士会所属） 

会場：４階 多目的ホール 
応募締切：3月3日（土） 

    

                  ミニ展示 「もっと知りたい西郷隆盛」  3/2（金）～ 5/9（水） 

            美術展関連・棚展示 「2017年 展示会カタログ」 3/2（金) ～ 4/4（水) 

                 ミニ展示 「あの人の仕事術」 3/2（金）～ 5/9（水）  

                 ミニ展示 「新生活の住まいと暮らしに」 3/2（金）～ 5/9（水） 

 ミニ展示 「防災と医療」 3/2（金）～ 5/9（水） 

               シリーズミニ展示 「リーダーの本棚（28）」 3/2（金）～ 4/4（水） 

                     ミニ展示 「東京タワー」  3/2（金）～ 4/4（水） 

社会・ 
自然科学 
資料室内 

2F 
 企画展示関連ミニ展示 「東京の『遊園地』 
 いまむかし」   1/20（土）～ 3/11（日）  

  

    
３/７（水）15時～15時30分 

東京の古い電話帳を探す 
１階 都市・東京情報コーナー 

ショートセミナー   

事前申込は不要です  

企画展示  「『東京』いまむかし        

～鉄道網の発達による賑わいの変遷～」  

1/20（土）～ 3/11（日） 

                  ミニ展示 「ビジネスコミックの魅力」 12/21（木）～ 3/31（土） 

休館日 

  

          

図書館 
見学ツアー  

事前申込が 
必要です 

3/15（木）14時～15時30分 

本の修復・見学ツアー 

  
  
                        
                       1階中央ホール合同展示 「日本の技術 」  
                           2/2（金）～ 5/9（水） 

 
 

        

 
        

2/23（金）～3/15(木） 【自由参加】       

問題配布時間：平日１０時～20時 
           土日１０時～16時30分  

 

謎解きイベント  

「Live-Rally –運命をつなぐ物語－」 

ライブラリー 

   

  
  
                 テーマ展示 「江戸・東京の手しごと」 3/2（金）～ 5/9（水） 

 
 

    

 

  
  
       トピック展示 ｢平昌（ピョンチャン）オリンピック・パラリンピック｣ 1/12（金）～ 3/28（水） 

 
 

3/3（土）15時～15時30分 

市場・業界情報の調べ方 
1階  ビジネス情報コーナー 

3/14（水）19時～19時30分 

企業情報の調べ方 
1階 ビジネス情報コーナー  

美術を知るツアー 
3/８（木）14時～15時30分 

東京都立図書館・ 

カザフスタン共和国国立アカデミック図書館 

図書交換記念 「カザフスタン展」  

3/24（土）～ 6/11（月） 


