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中央図書館 

 
中央図書館は、営団地下鉄日比谷線広尾駅から徒

歩約８分、有栖川宮記念公園の高台にあります。５

階建ての図書館は、銀杏、メタセコイヤ、欅、桜な

どたくさんの樹木に囲まれ、四季折々に落ち着いた

佇まいを見せています。 

 
 

○利用者玄関ホール（１階） 

  受付カウンターで「入館証」を受け取り、ストラ

ップを首にかけて館内に入ります。この入館証は、

書庫内資料やインターネットパソコン等の利用申込

みに用いるもので、入館時刻・退館時刻及び在館時

間が機械的に記録される仕組みとなっています。入

館に当たって、氏名や住所などを登録する必要はあ

りません。 

 玄関ロビーの新聞立見台には、当日の新聞 16 紙が

備え付けられ、自由に閲覧できます。 

個人貸出をしていないため、出入口には、資料の

持出防止装置（BDS）が設置されています。 

 

○中央ホール（１階） 

  吹き抜けのホール正面奥に、カウンターが３つ並

んでいます。中央が「総合案内・相談」、右が書庫内

資料の出納専用の「資料お渡し・返却」、左が「複写

受付」の窓口です。「総合案内・相談」カウンターで

は、複数の司書職員が資料に係る相談に応じます。 

 中央ホールには、12 台の蔵書検索パソコンのほか、

７台のインターネット専用パソコンがあります。ま

た、図書館で提供するオンラインデータベース 32

種のうち 14 種は、中央ホールで利用できます。エレ

ベーター脇には、「新着図書コーナー」があり、毎週

届く新着図書約 900 冊のうちの一部を展示していま

す。座席数は 32 席です。 

 中央ホール及び２階・３階閲覧室では、フロア案

内スタッフが、館内の利用案内や蔵書検索パソコン

の操作支援等を行っています。 

 

○重点的情報コーナー（１階）  

（中央ホール 左側閲覧室） 

 「ビジネス情報」、「法律情報」、「健康・医療情報」

の順に重点的情報コーナーが並んでいます。「ビジ

ネス情報コーナー」には、ビジネスに役立つ企業情

報・業界情報等を中心に、資格取得や就職活動に役

立つ資料も備えています。「法律情報コーナー」には、

法律関係の基本図書や、裁判員制度、相続・遺言、

近隣トラブル等の身近な法律テーマに対応した資料

を備えています。「健康・医療情報コーナー」には、 

病気や薬、病院情報など、健康・医療について調べ 

 

 

        ▲ 中央図書館 

 

たいときに役立つ資料を備えています。また、闘病

体験記録約 1,600 冊を集めた「闘病記文庫」を開設

しています。 

それぞれの重点的情報コーナーには、関連する内

外の雑誌やオンラインデータベースが用意され、図

書と併せて利用することができます。座席数は 33

席です。 

 

○新聞閲覧コーナー（１階） 

（中央ホール 左側閲覧室） 

  全国紙、スポーツ紙、業界紙、各県の地方新聞な

ど、最新の３か月分程度が自由に閲覧できます。新

聞縮刷版や官報の一部、和洋の一般週刊誌 13 誌も備

えています。 

 過去の新聞（約 500 紙）や、一般週刊誌以外の雑

誌（約 4,000 誌）、マイクロ資料は、すべて書庫にあ

ります（雑誌は一部、重点的情報コーナーに備えて

いるものがあります）。書庫内の新聞・雑誌・マイク

ロ資料の利用は、「資料請求票」で「資料お渡し・返

却」カウンターにお申込みください。座席数は 32

席です。 

 

○都市・東京情報コーナー（１階）  

（中央ホール 右側閲覧室） 

 東京都の行政資料（都・区市町村発行）及び東京

に関する資料に、「都市」の観点を加え、「都市計画」

「都市産業」など９つの切り口で資料を集めました。

また、国内の政令指定都市や海外の主要都市に関す

る資料も集め、広く「都市」に関する情報を提供し

ています。開架図書は約 30,000 冊、座席数は 30 席

です。 

 

○基本参考図書コーナー（１階） 
日本及び世界各国の百科事典、語学辞典類（一部）、

書誌目録類のほか、各主題に関する基本参考図書が

あります。また、全国の電話帳、東京都及び近接県
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の最新の住宅地図を備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 都市・東京情報コーナー（１階） 

 

 

○社会･自然科学系 資料･閲覧室（２階） 
 情報科学、政治、経済、財政、統計、社会学、教

育、自然科学、工学、農業、林業、商業、交通、通

信等の図書約 12 万冊を開架しています。また、JIS

（日本工業規格）、JAS（日本農林規格）、ISO（国際

規格）、重要文化財等の修理工事報告書約 1,400 冊を

備えています。 

２階の閲覧室では、「案内ホットライン」のデスク

から専用電話で司書職員を呼び、相談することがで

きます。座席数は 204 席です。 

 

 

○人文科学系 資料･閲覧室（３階） 

  図書館学、哲学、歴史、地理、風俗習慣 民俗 民

族、芸術、スポーツ、語学、文学等の図書約 16 万冊

を開架しています。全国でも有数の「地方史コーナ

ー」は、県史・市町村史約３万冊を自由に閲覧でき

ます。美術資料を集めた一角では、約１万冊の大型

美術書をゆったり楽しむことができます。そのほか、

人名事典・名簿・肖像などの人物に関する情報や、

様々な分野の参考図書と新刊図書を中心とする約１

万冊の中国語資料や韓国・朝鮮語資料があります。 

 ３階の閲覧室では、「案内ホットライン」のデスク

から専用電話で司書職員を呼び、相談することがで

きます。座席数は 292 席です。 

 

○視覚障害者サービス室（３階） 

 視覚障害者等に対して、対面音訳、録音図書の製

作・貸出、点字図書の製作・貸出を行っています。 

 対面音訳室は４室あり、録音図書（デイジー図書

を含む）5,633 点、点字図書 608 点、点字雑誌 10 種

等の資料が利用できます。 

 利用者自身が音の出るパソコンを使って調べもの

をすることもできます。 

また、弱視の方のために、拡大読書器を備えてい

ます（拡大読書器は、１階新聞閲覧コーナーと２階

社会・自然科学系 資料・閲覧室にもあります。）。 

 

 

○４階閲覧室  

144 席のほぼ全席が机上に電源を備えたパソコン

席です。無線 LAN が利用できます。 

 

○企画展示室（４階） 

東京や都立図書館の魅力を発信するテーマを設け

て、大型の企画展示をタイムリーに開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 企画展示室（４階） 

 

○グループ閲覧室（４階） 

図書館の資料を活用しながら、グループでの学

習・調査研究活動に利用できます。座席数は 24 席で

す。 
 
○多目的ホール（４階） 
図書館関係の各種研究大会、会議、講演会等に使

用されます。約 150 人を収容できます。 

 

 

○５階閲覧室  
静かな環境で調べものや読書をするための閲覧室

で、パソコンの持ち込みはできません。座席数は 88

席です。 
 
○音声・映像資料室（５階） 
図書や雑誌だけでは調査が不十分なもの、あるい

は十分な理解が得られないものなどを補うために、

レコード、コンパクトディスク、録音テープ、レー

ザーディスク、ビデオテープ、DVD 等、約 17,000 点

を所蔵し、利用に供しています。座席数は 24 席です。 
 
○セミナールーム（５階） 
図書館利用に関するガイダンスやパソコンを使っ

た説明会・研修等に使用しています。ノートパソコ

ンや電動式スクリーンを備えています。 
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▲ 都市・東京情報コーナー（１階） 
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○特別文庫室（５階） 
  東京誌料、加賀文庫、市村文庫、諸橋文庫等の資

料約 263,600 点（冊）余（複製資料を含む）を保管

し、利用に供しています（p.28～29 参照）。 

 資料は全て書庫に収め、冊子目録等で検索して「資

料請求票」により出納しています。 

 資料の保存と有効活用のため、マイクロ・デジタ

ル化事業を進めています。現在、ホームページで一

部を公開しています。座席数は 10 席です。 

 

○談話室（５階） 
談話室では、窓側にカウンター席もあり、携帯電

話の利用、自動販売機で購入した飲み物も飲むこと

ができます。また奥（窓側）の部屋では、「ビブリオ

バトル」の実践が可能です。 

 

○カフェテリア（５階） 
  カフェテリアの広々とした窓からは、東京タワー

や六本木のビル群が一望でき、夜景も楽しめます。

さらに、窓際にカウンター席を設け個人で食事をし

ながらの寛ぎの空間として利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○その他 

１階から３階には、１人用閲覧席が計 31 席ありま

す。パソコン席は、１階から４階までに計 293 席（１

人用パソコン席を含む。）あります。 

また、１階と２階の多目的トイレには、おむつ替

え用サークル、３階多目的トイレには、オストメイ

ト対応設備があります。館内用の車椅子は利用者玄

関に２台用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔建 物 概 要〕 

 昭和４８年１月       新築、開館 

 平成７年７月～平成８年５月 施設・設備改修

平成２０年５月～１２月   施設・設備改修

鉄筋鉄骨コンクリート  地上５階、地下２階

  敷 地 面 積       9,157.21 ㎡ 

延べ床面積     延 23,196.21 ㎡ 

   書庫収蔵能力    約 208 万冊 

（うち、開架 35 万冊） 

閲 覧 席      913 席 

（スツール席含め、1,000 席）

  建物内全面禁煙 
 

 
※平面図が入ります。 

内　　容 分類記号

　�����
江戸時代から明治にかけての和書・漢籍のコレクション
　��・�����
歴史・伝統技術や東京に関するビデオ、LD,CD,DVD等
　�����
パソコンは使用できません
　�����
無線ＬＡＮが利用できます

　グループ���

グループでの調査・研究に利用できます

  企����

　��������・���
知識 学問 学術 �����������
図書館 図書館学 出版 書誌学 �����������
地方書誌 �����
博物館 �����������
叢書 全集 選集 �����������
哲学 心理学 宗教 �����������
歴史 伝記 地理 紀行 地図 人名録 �����������
風俗習慣 民俗学 民族学 �����������
芸術 スポーツ 娯楽 �����������

言語辞典 言語学 �����������

文学 �����������
　���コーナー
������� �����������
����・����� �����������
　������ー���
視覚障害者用資料（録音・点字資料）
　��・��������・���
情報科学 ���
ジャーナリズム 新聞 �����������
社会科学一般 政治 �����������
経済 財政 統計 社会学 教育 �����������
国防 軍事 �����������
数学 物理 化学 天文 地学 生物 植物 動物 �����������
工学 工業 家政学 �����������
農林 畜産 水産 商業 交通 通信 �����������

配置場所

���

新着コーナー

新着コーナー

農林 畜産 水産 商業 交通 通信
　���ール
蔵書目録 百科事典 総合年鑑 学術・研究機関 �����������
辞書・辞典類（各主題の主なものは各階・各コーナーにもあります）
全国の電話帳
住宅地図（東京都全域および隣接県の一部）
　��・����コーナー
東京都と区市町村が発行した行政資料および東京に関する資料
国内外の都市に関する資料
　������コーナー
商業経営 広告・宣伝 マーケティング 企業情報 �����������
業界情報 海外ビジネス情報の主要な資料
　����コーナー
法律 法令集 判例集 �����������
　��・����コーナー
医学 衛生学 薬学 �����������
　新���コーナー
新聞 官報 法令全書
���コ����������の����に��ます�

����

2 3 4

ビジネス情報コーナー １階
企業情報、業界情報、ビジネス分野の主要な資料、CD-ROM、データ

ベースなどを揃えています。

法律情報コーナー １階
法律関係の入門書から専門書、各種判例集、弁護士や裁判官の名簿、

健康・医療情報コーナー １階
病気や病院についての資料やデータベースを揃え、治療法や検査法、薬、

闘病記文庫 １階 健康・医療情報コーナー内
闘病記約1,500冊を一括して専用書架に配置しています。代表的疾患を網

羅し、263種の疾患別に並べています。

都市・東京情報コーナー １階
東京に関する様々な分野の資料を置いてあります。また、国内・海外の主

都内学校案内コーナー １階 都市・東京情報コーナー内
都立高等学校・特別支援学校・中学校・中等教育学校の学校要覧や学校

案内、都内私立中学校・高等学校の学校案内を一堂にご覧いただけます。

地方史コーナー ３階
全国の道府県市町村史を幅広く収集している中から、約3万冊を直接手に

とってご覧いただけます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ *

このほか3階には、美術情報、人物情報、中国語，韓国・朝鮮語資料を

集めた書架があります。約1万冊の大型美術書、人名事典・名簿・肖像など

の人物に関する豊富な情報、様々な分野にわたる参考図書と新刊図書を中

心とした中国語資料や韓国･朝鮮語資料約4,500冊を揃えています。

都立中央図書館 特色あるコーナーのご案内

資料������

闘病記文庫

新聞閲覧コーナー １階
全国紙・地方紙・専門紙・外国語新聞の原紙（184紙）、縮刷版（28紙）、

平成元年以降の官報・法令全書をご覧いただけます。— 38 —


