
愛知県図書館

◆明治の光と影
～明治の乱・事件／明治の青春～

◆近代あいちの建造物

◆明治の教科書

◆明治維新のふるさとを訪ねて
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◆江戸～明治のものづくり

◆防災関連展示

11/9～ 2019/2/27

◆秋・冬行楽シーズン前特集

★図書館探検ツアー 小学生向け

9/14～10/10

★図書館のおしごと体験

6/15～7/11

7/13～9/12

★図書館探検ツアー 大人向け(中学生～)

◆夏休み前特集

２０１８．３．１６ － ２０１９．２．２7

火曜日～金曜日 午前１０時～午後８時
（児童図書室・視覚障害者資料室は、午後６時まで）

土曜日・日曜日・祝日 午前１０時～午後６時

休 館 日

月曜日、毎月第２木曜日
※その日が祝日（振替休日・国民の休日）に当た
るときは開館、次の平日に休館。

年末年始（１２月２８日～１月４日）

整理休館（年間１５日以内）

有料駐車場はありますが、台数に限りがあります
ので、公共交通機関をご利用ください。
（最初の 30分までは無料、以降 30分ごとに

100円、５時間超は一律 1,000円）

○地下鉄

鶴舞線または桜通線「丸の内」下車
８番出口から北へ徒歩５分

○市バス

名古屋駅から、幹名駅１・名駅１４系統
「愛知県図書館」下車 徒歩３分

交 通 案 内

■案 内 図■

愛知芸術文化センター愛知県図書館
〒460-0001
名古屋市中区三の丸一丁目 9-3
電話（代表） （052）212-2323
調査相談電話 （052）212-3200
URL http://www.aichi-pref-library.jp

月

夏休み期間中

夏休み期間中

読書週間中

◆陶器まつり

◆展示

★イベント

10/12～11/7

3/16～6/13

年間スケジュール

2018.3

2/9～6/13

◆愛知のまつり10
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◆展示

【 】講座など

◆明治の光と影
～明治の乱・事件／明治の青春～

「明治の乱・事件」「明治の青春」と
いう明治時代の二つの側面をテーマに
歴史や文学、小説等を展示します。

◆近代あいちの建造物

２月９日（金）～６月１３日（水）

明治以降に建造された建物や
当時の街の様子が記された写真
帖・絵はがき等を展示します。

◆明治の教科書

当館明治期教科書コレクションから、西洋の知識
を取り入れた特徴的な教科書を展示します。

３月１６日（金）～６月１３日（水）

◆明治維新のふるさとを訪ねて

３月１６日（金）～６月１３日（水）

かつての「薩長土肥」、現在の鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県の観光情報資料、関連図書等を
展示します。

◆江戸～明治のものづくり（予定）

＜下期：ものづくりのこころ・祭り＞

◆愛知のまつり（予定）

１０月１２日（金）～１１月７日（水）

◆陶器まつり（予定）

１１月９日（金）～ 2019年２月２７日（水）

７月１３日（金）～９月１２日（水）

３月１６日（金）～６月１３日（水）

ワークショップや講座を開催
します。親子で参加していた
だける企画もあります。

毎月第 1日曜日・第 3土曜日

[幼児向け] 午前 11 時 30 分～11 時 50 分

[小学生向け] 午後 2時 30 分～3 時

毎月第 2・4水曜日 午前 11 時～11 時 20 分

対象：中学生以上

対象：幼児・小学生

対象：一般

◆図書館で起業を応援します（年１回）

起業に役立つ図書を展示します。
セミナーなど関連イベントも
開催します。

＜ふるさと探訪＞

◆夏休み前特集

６月１５日（金）～７月１１日（水）

◆秋・冬行楽シーズン前特集

９月１４日（金）～１０月１０日（水）

＜安心な暮らし＞

◆防災関連展示（予定）

哲学、科学、芸術など、テーマにこだわらない、
また、テーマをまたぐような講演会・交流会を
開催します。

ものづくりの楽しさを体験してい
ただくワークショップを開催します。
親子でも参加していただけます。

テーマ：明治を育んだものづくりのこころ
＜上期：明治１５０年とものづくり＞

通年企画 季節企画 年間企画

お子さんや一般の方の健康管理に役立つ
講座を開催します。
親子で参加していただける講座もあります。

【名画鑑賞会】（年２４回） 対象：一般

対象：小学生

対象：一般

３階

３階

２階

２階

２階

２階

３階

【あかちゃん向けおはなし会】

【作ってみようシリーズ】（年４回）

【リベラルアーツ・カフェ】（年４回）

【おはなし会】

◆展示

★イベント

毎月第3木曜日と直後の日曜日 午後2時～

ＡＶホール

【健康講座】（年４回）

 

 災害や防災に関する資料を
展示します。 

９月１４日（金）～１０月１０日（水） 

ふだんは見られない図書館の裏側を
探検します。

[小学生向け] 夏休みに開催します。
ご家族での参加も可能です。

大人向け（中学生以上）]

秋の読書週間に開催します。

夏休みに開催します。
児童図書室のカウンターで、本の貸出・
返却をしたり、本を本棚にきれいに並べ
なおしたりします。

対象：小学生★図書館のおしごと体験

★図書館探検ツアー

【いきもの教室】（年３回）

秋・冬の行楽シーズン
の計画に役立つ観光
情報資料や関連図書
等を展示します。

夏休みのお出かけの計画に
役立つ観光情報資料や関連
図書等を展示します。

◆明治の光と影
～明治の乱・事件／明治の青春～

「明治の乱・事件」「明治の青春」と
いう明治時代の二つの側面をテーマに
歴史や文学、小説等を展示します。

◆近代あいちの建造物

２月９日（金）～６月１３日（水）

明治以降に建造された建物や
当時の街の様子が記された写真
帖・絵はがき等を展示します。

◆明治の教科書

当館明治期教科書コレクションから、西洋の知識
を取り入れた特徴的な教科書を展示します。

３月１６日（金）～６月１３日（水）

◆明治維新のふるさとを訪ねて

３月１６日（金）～６月１３日（水）

かつての「薩長土肥」、現在の鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県の観光情報資料、関連図書等を
展示します。

◆江戸～明治のものづくり（予定）

＜下期：ものづくりのこころ・祭り＞

◆愛知のまつり（予定）

１０月１２日（金）～１１月７日（水）

◆陶器まつり（予定）

１１月９日（金）～ 2019年２月２７日（水）

７月１３日（金）～９月１２日（水）

３月１６日（金）～６月１３日（水）

＜ふるさと探訪＞

◆夏休み前特集

６月１５日（金）～７月１１日（水）

◆秋・冬行楽シーズン前特集

９月１４日（金）～１０月１０日（水）

＜安心な暮らし＞

◆防災関連展示（予定）

テーマ：明治を育んだものづくりのこころ
＜上期：明治１５０年とものづくり＞

通年企画 季節企画

３階

３階

２階

２階

２階

２階

３階

◆展示

★イベント

災害や防災に関する資料を
展示します。

９月１４日（金）～１０月１０日（水）

ふだんは見られない図書館の裏側を
探検します。

[小学生向け] 夏休みに開催します。
ご家族での参加も可能です。

大人向け（中学生以上）]

秋の読書週間に開催します。

夏休みに開催します。
児童図書室のカウンターで、本の貸出・
返却をしたり、本を本棚にきれいに並べ
なおしたりします。

対象：小学生★図書館のおしごと体験

★図書館探検ツアー

秋・冬の行楽シーズン
の計画に役立つ観光
情報資料や関連図書
等を展示します。

夏休みのお出かけの計画に
役立つ観光情報資料や関連
図書等を展示します。
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