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Ⅵ 実施事業一覧 

１ 展示及び関連講演会等 

展 示 名 期  間 会場 内    容 

春から始める 25 年3 月15 日（金）
～5 月8 日（水） 

１階 新生活をスタートすることの多いこの時期に、趣味・生活・仕
事を充実させるための読書のすすめとして関連書約 1200 冊
を集めて展示。 

 ビブリオバトル 
「始める」 

25 年4 月27 日（土） ＡＶ
ホール

5 人の発表者が本の内容を自分の言葉で紹介し、観客が最も
読みたい本を投票してチャンプ本を選ぶビブリオバトルを実
施。参加者63名。 

児童室テーマ展示 
入園・入学の本 

25 年3 月15 日（金）
～5 月8 日（水） 

児童室 春にふさわしい入園・入学に関する児童書や絵本を集めて
展示。 

地域資料展示 
あいちの港 

25 年3 月15 日（金）
～9 月11 日（水） 

3 階 愛知県は古くから熱田湊や半田湊をはじめ、現在でも、名
古屋港・衣浦港・三河港など全国屈指の規模を誇る港を複
数有しており、国内外の物流の重要な拠点となっている。
当館所蔵の資料から港湾に関連したものを展示。 

ティーンズコーナーテ
ーマ展示  キミの悩み
をお助けブックス 

25 年3 月15 日（金）
～5 月8 日（水） 

3 階 卒業、進学、進級など環境の変化の悩みを解決・軽くしてく
れそうな本を集めて展示。 

ビジネスコーナー展示 
手帳の上手な使い方 

25 年3 月15 日（金）
～6 月12 日（水） 

4 階 手帳を新しくする機会の多い春に、上手な手帳の使い方を
取り上げた図書・雑誌を展示。 

ミニ展示 
航空宇宙産業を知る 

25 年 3 月 15 日（金）
～6 月12 日（水） 

4 階 航空宇宙産業に関する資料の展示とともに、アジアNo.1航
空宇宙産業クラスター形成を目指す愛知県の取組みにつ
いて紹介。 

図書館を知る 25 年4 月12 日（金）
～6 月12 日（水） 

1 階 図書館の歴史や図書館のよりよい利用法に関する資料、図
書館を題材にした文学作品約 200 点を集めて展示。また、
愛知県図書館の歴史や県内図書館の一覧、小説「図書館
戦争」を映画化したパネルを掲示。協力：東宝(株)。 

本で旅する 25 年5 月10 日（金）
～7 月10 日（水） 

1 階 「旅」をテーマに、紀行文・日記文学や写真集・絵画集など
幅広く資料約 1,000 点を展示。旅行ガイドだけではない
「旅」に関する幅広い資料群を紹介。 

児童室テーマ展示 
2012 年をふりかえって 

25 年5 月10 日（金）
～7 月10 日（水） 

児童室 2012 年に刊行された児童書・絵本の中から選んだ名作を
展示。 

ミニ展示 知の遺産：
2012年物故者をふりか
える 

25 年5 月10 日（金）
～7 月10 日（水） 

3 階 2012 年になくなった吉本隆明、新藤兼人、中村勘三郎、レ
イ・ブラッドベリなど各界の著名人の著作や関連書を集め
展示。 

トリエンナーレと 
現代アートを楽しむ 

25 年7 月12 日（金）
～10 月9 日（水） 

1 階 今年で2回目の開催となるあいちトリエンナーレ。今回の出
品者の著作や 2010 年に開催された先回の記録などを振り
返り、現代アートとは何かを知るための本約 800 冊を展示。
県内図書館との連携「＠ライブラリー いろいろな図書館で
アートを楽しもう」も実施、21 館のべ 45 件が登録。協力：
あいちトリエンナーレ事務局。 

 あいちトリエンナーレ
2013 ミニレクチャー 

25 年8 月24 日（金） ＡＶ
ホール

講師：愛知県美術館・村田眞宏館長 
トリエンナーレの見どころなどをわかりやすく解説。 
参加者36名。 

児童室テーマ展示 
冒険の本 

25 年7 月12 日（金）
～9 月11 日（水） 

児童室 冒険に関する本を集めて展示。 

ティーンズコーナー 
テーマ展示 
音楽がなくっちゃ！ 

25 年7 月12 日（金）
～9 月11 日（水） 

3 階 音楽は若者の生活とは切り離せない存在。部活やバンドな
どがテーマになった小説も集めて展示。 

職業・資格の本 25 年7 月12 日（金）
～10 月9 日（水） 

4 階 就職や転職、資格取得に関する本を集めて展示。 

ミニ展示 アートに親し
む 

25 年8 月9 日（金） 
～10 月9 日（水） 

3 階 芸術に親しむための入門書や鑑賞ガイドなどを集めて展
示。 

児童室テーマ展示 
アートを楽しもう 

25 年 9 月 13 日（金）
～11 月13 日（水） 

児童室 アートに関する児童書を集めて展示。 
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あいちの作家生誕百年 
新美南吉と杉浦明平 

 

25 年 9 月 13 日（金）
～12 月11 日（水） 

2 階 「ごんぎつね」で知られる新美南吉と、「小説渡辺崋山」で
知られる杉浦明平は、ともに生誕百年を迎えた愛知の作家
である。二人の代表作を始め雑誌に発表された作品や、二
人の過ごした当時を振り返る資料のほか、単行本・絵本な
ど約 200 点を展示。県内図書館との連携「＠ライブラリー
新美南吉の世界を楽しもう！」には 26 館のべ 48 件が登
録。協力：新美南吉記念館、田原市博物館。 

 
 

大人のためのおは
なし会 
 

平成25年11月10日
（日） 

ＡＶ
ホール

映画「新美南吉の生涯とその作品」上映と大人対象の新美
南吉の作品を味わうおはなし会を実施。大人対象のおはな
し会は今回初めての開催。参加者32 名。 

地域資料展示 名古屋

城と城下町 

25 年9 月13 日（金）

～26年1月8日（水）

3 階 愛知県図書館が所蔵する資料の中から、江戸時代の名古
屋城や城下町に関連するものを紹介。 

 

 
上映会 
「名古屋城物語」 

25 年12 月5 日（木） ＡＶ

ホール
当館所蔵資料、名古屋活動写真（名古屋市西区）制作のド
キュメンタリー映画「名古屋城物語」を上映。参加者54 名。

ビジネスコーナー展示 
ご当地グルメとまちおこ
し！ 

25 年9 月13 日（金）
～12 月11 日（水） 

4 階 11月に豊川市で開催された B-1 グランプリにちなみ、ご
当地グルメや地域ブランド、地域振興に関する資料を展
示。協力：B-1 グランプリ in 豊川実行委員会、 愛知県産
業労働部観光コンベンション課。 

読書週間 

生誕100 年の人物たち 
 

25 年10 月11 日（金）

～12 月11 日（水） 

1 階 企画展示「あいちの作家生誕百年 新美南吉と杉浦明平」
に関連してこの 2 人と同世代の今年生誕100 年を迎える人
物の著作や伝記を集めて展示。 

 
 

ビブリオバトル 
「秋といえば・・・」 

25 年11 月9 日（土） ＡＶ
ホール

読書週間にちなみ、「秋といえば・・・」というテーマでビブリ
オバトルを実施。参加者32 名。 

“持続可能な開発のため
の教育”（ＥＳＤ）を知る 

25 年10 月11 日（金）
～11 月13 日（水） 

1階 ESD（Education for Sustainable Development）に関す
るユネスコ世界会議が、愛知・名古屋で 2014 年 11 月に開
催される。ESD とはなにか、関連資料や最新の情報を集め
て展示。愛知県環境部と共催で、パネル展示も実施。 

図書館の中の多文化 25 年10 月11 日（金）
～12 月11 日（水） 

3 階 愛知県では平成25年度から毎年11月を「あいち多文化共
生月間」と定めたのを機に、「多文化サービスコーナー」の
紹介や、愛知県における多文化共生についての資料等を
展示。協力：県地域振興部多文化共生推進室。 

多文化共生をよむ 25 年10 月11 日（金）
～12 月11 日（水） 

4 階 日本に在住する外国の人々との共生をテーマに、人種や
民族など関連する分野の資料を集めて展示。 

児童室テーマ展示 
クリスマスの本 

25 年11 月15 日（金）
～12 月27 日（金） 

児童室 クリスマスに関する児童書や絵本を集めて展示。 

ミニ展示 祝！文化功
労者 顕彰 榊佳之氏 
松沢哲郎氏 

25 年11 月15 日（金）
～26年1月8日（水）

4 階 文化功労者に選ばれた豊橋技術科学大学長の榊佳之氏、
京都大学霊長類研究所教授の松沢哲郎氏の関連資料を展
示。 

平成四半世紀 25 年12 月13 日（金）
～26年2月25日（火）

1 階 平成四半世紀の間の災害や紛争、経済不況などのさまざま
な社会事象を、写真集や新語を解説した辞書、ベストセラ
ーなど時代を回顧する資料約1,000 冊を展示。 

あいちの起業家応援
フェア（共催） 

25 年12 月13 日（金）
～26年2月12日（水）

1 階 ㈱日本政策金融公庫の一部門である国民生活事業の県内
6 支店との共催。新規開業者の実態調査や愛知県の創業
動向などのパネル展示のほか、所蔵する資料の中から起
業に関する本を展示。 

世界の子どもの本展 

IBBY がすすめる世界
の児童書―2012年国
際アンデルセン賞と

IBBY オナーリスト 

25 年12 月13 日（金）

～12 月27 日（金） 

児童室

 
2012 年国際アンデルセン賞を受賞した作家の作品と、
IBBY（世界児童図書評議会：子どもの本を通した国際理解
の促進や子どもの本の普及のために活動する組織）が推
薦する58の国と地域から選ばれた44言語の作品208冊を
展示。（主催：日本国際児童図書評議会（JBBY）） 

 

 

講演会 

「わたしとスウェーデ
ンと子どもの本」 

25 年12 月14 日（土） ＡＶ

ホール
『ニルスのふしぎな旅』などの翻訳で知られる翻訳家の
菱木晃子氏の講演会。参加者 42 名。（主催：日本国際児童
図書評議会（JBBY）） 

ミニ展示 教科書にの
った名作：日本文学（昭
和後期）編 

25 年12 月13 日（金）
～26年2月25日（火）

3 階 国語の教科書に掲載されたことのある昭和後期（昭和30年
以降）の日本の文学作品等を集め展示。 
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ティーンズコーナー 
ミニミニ展示 頑張れ！
受験生！2013 

25 年12 月13 日（金）
～26年2月25日（火）

3 階 受験シーズンに高校受験・大学受験に役立つ資料を集め
て展示。 

児童室テーマ展示 
干支の本 

26 年1 月5 日（日） 
～2 月25 日（火） 

児童室 今年の干支「午」（うま）に関する児童書や絵本を集めて展
示。 

地域資料展示 
近世三河の街道 

26 年1 月10 日（金）
～8 月13 日（水） 

3 階 東海道や本坂街道(姫街道)・中馬街道など、近世の三河の
街道に関する資料を展示。 

自然をたのしむ絵本 26 年3 月14 日（金）
～4 月9 日（水） 

1 階 花や緑など、自然に親しむテーマの絵本約 200 冊を集め
て展示。同時に、「ふるさとの田んぼと水子ども絵画展
2013」を水土里ネット愛知が開催。 

２ 図書館利用講座（参加者：26名 会場：館内） 

対  象 開 催 日 内    容 

としょかんでしらべよう！ 

(小学生) 

25年7月25日（木）、
7 月26 日（金） 

図書館資料の上手な使い方などを解説。テーマは「たんじょうびは
どんな日？」で、自分の誕生日に発行された新聞を見て、その日
がどんな日だったのかを調べた。参加者は付き添いを除き 19 名。

図書館利用講座 
（一般：中学生以上） 

新しいシステムを使っ
てみよう！ 

26年3月19日（水）、
3 月27 日（木） 

利用者自身で簡単な調べものができるように、司書が検索の方法

や主な資料を解説し個別に指導。今回は3月に図書館のコンピュー

ターシステムがリニューアルされたのを機に、基本的な機能のほ

か、新しい機能を職員が解説し、実習も行った。参加者7 名。 

３ 図書館探検ツアー（5回 参加者：106名） 

対  象 期  日 内   容 

小学生 25 年7 月23 日(火）､7 月27 日(土）、 

8 月23 日(金） 

夏休み期間と秋の読書週間に、普段利用者が立

ち入ることのできないバックヤードを中心に館内

を案内。参加者は、小学生95 名、一般11 名。 一般(中学生以上) 25 年11 月16 日(土)、11 月19 日(火) 

４ 名画鑑賞会（18回 入場者：延べ938名 会場：1階ＡＶホール） 

開 催 日 上映作品名 開 催 日 上映作品名 

25 年4 月18 日（木）、21 日(日) トップ・ハット 12 月19 日（木）、22 日(日) グランド・ホテル 

25 年7 月18 日（木）、21 日(日) 舞踏会の手帖 26 年1 月16 日（木）、19 日(日) 市民ケーン 

25 年8 月15 日（木）、18 日(日) 無防備都市 2 月20 日（木）、23 日(日) 會議は踊る 

25 年9 月19 日（木）、22 日(日) にごりえ 3 月20 日（木）、23 日(日) その街のこども 劇場版 

25 年11 月21 日（木）、24 日(日) 愛しきベイルート  

５ おはなし会（1日2回×23日 入場者：延べ686名 会場：1階児童図書室） 

開 催 日 内   容 

25 年 4 月から 26 年 3 月までの毎月第 1 日曜日と第 3

土曜日（3 月は第3 土曜日のみ）。 

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを、午前と午後の

1 日2 回行った。 

６ おたのしみ会（1日2回×3日 入場者：延べ86名 会場：1階児童図書室） 

開 催 日 内    容 

25年8月6日（火）、8月7日（水）、 

12 月26 日(木) 

夏休みと冬休みのイベントとして行った。午前の幼児向けはおはなし会、午後

の小学生向けは、夏は実験や工作、冬はおはなし会と紙工作を行った。 

７ その他 

企 画 名 期 間 会 場 内    容 

てこぽん 通年 3 階 

ティーンズ

コーナー 

「ティーンズ コーナー ポイント Ｇｅｔ大作戦！」から「てこぽん」と命名。おす

すめの本の POP を利用者から募集し、応募者にはポイントを発行する。ポイント

カードにスタンプを集めた人は図書館グッズがもらえる。POP は対象図書ととも

に掲示している。 

5月には、24年度に寄せられたPOPの中から来館者等の投票により「第１回てこ

ぽん大賞」を決定し、受賞作品をウェブに公開。10 月に第2 回も実施した。  
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