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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 

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 江戸時代の三河地方の街道(東海道、本坂街道(姫街道)、
伊那街道(中馬街道)など)に関する当館所蔵資料を展示。

自然を楽しむ絵本 26 年 3月14 日(金)
～4月9日(水) 

1階 植物や虫など、自然をテーマにした写真や絵などグラフィッ
クを中心とした絵本約200冊を集めて展示。 

「ふるさとの田んぼ 
と水」子ども絵画展
2013 

26 年 3月 14 日(金)
～4月9日(水) 

1階 県内の小学生以下の子どもが描いた作品22点を展示。水土里
ネット愛知共催。 

ティーンズコーナー 
テーマ展示 
世界を読む1 ドイツ! 

26 年 3月 14 日(金)
～5月6日(火) 

3階 10代を対象に、ドイツの文学や歴史・地理等に関する本を
集めて展示。 

ティーンズコーナー 
展示 
『A・L・Cあるく』創刊！ 

26 年 3月 14 日(金)
～5月6日(火) 

3階 県内の図書館員が集まって 10 代に薦める本を紹介する冊
子『A・L・Cあるく』の第1号「テーマ：学校」で取り上
げている本を展示。 

児童室テーマ展示 
家族の本 

26 年 3月14 日(金)
～5月6日(火) 

児童室 家族がテーマになった児童書や絵本を集めて展示。 

和のこころ 25 年 4月11 日(金)
～7月9日(水) 

1階 和の暮らしや能や落語などの伝統芸能、茶道や能など和の
文化に関する資料約800冊を展示。 

講談・素浄瑠璃をき
いてみよう(全3回) 

26年4月19日(土)、
5月11日(日)、7月
1日(火) 

ＡＶ
ホール

県内のアマチュア団体による講談や素浄瑠璃の上演。 
(協力：講談を聴く会・知立義太夫会) 
参加者延べ106名。 

ミニ展示 知の遺産：
2013年物故者をふりか
える 

26年5月9日(金) 
～7月9日(水) 

3階 2013年に亡くなった山崎豊子、やなせたかし、安岡章太郎、
マーガレット・サッチャーなど各界の著名人の著作や関連
書を集め展示。 

児童室テーマ展示 
2013年をふりかえって 

26年5月9日(金) 
～7月9日(水) 

児童室 2013 年に刊行された児童書・絵本の中から選んだ名作を
展示。 

サイエンスがおもしろ
い 

26 年 7月11 日(金)
～10月8日(水) 

1階 生命科学や宇宙科学、数学・物理、科学読み物など、サイ
エンスに関する資料約1,300点を集めて展示。 

＠ライブラリー 
おどろき・発見・サ
イエンス！ 

26 年 7月11 日(金)
～10月8日(水) 

県内 県内図書館との連携事業。県内図書館で同じテーマでのイ
ベント実施を呼びかけ、HP 上で参加館情報を PR、講師の
紹介や資料の配布などの協力を実施。参加館は18館。 
(協力：あいちサイエンスフェスティバル) 

サイエンスセミナー 
(全4回) 

① 26年8月3日(日)
② 8月9日(土)
③ 8月13日(水)
④ 9月14日(日)

ＡＶ
ホール

①松原隆彦氏(講師はいずれも名古屋大学)「奇妙な宇宙：
宇宙の全体像とその外側」 ②三宅芙沙氏 「屋久杉をもち
いた過去の宇宙線観測」 ③佐藤豊氏 「花や葉はどのよう
にできるか」 ④戸本誠氏 「ヒッグス粒子の見つけ方」 
(協力：名古屋大学学術研究･産学官連携推進本部) 
参加者延べ268名。 

ビブリオバトル 
「サイエンス」 

26年9月28日(日) ＡＶ
ホール

「サイエンス」をテーマにしたおすすめ本を競い合うビブ
リオバトルを実施。 

朝日遺跡 26 年 7月11 日(金)
～9月10日(水) 

2階 朝日遺跡の出土品や解説パネル等の展示、朝日遺跡や埋蔵
文化財に関する当館所蔵資料105冊の展示。 
(共催：愛知県教育委員会、NPO法人古代邇波の里・文化遺
産ネットワーク) 

公開講座 
「弥生王国2014 
まるまど貝塚の國」 

26年8月10日(日) 大会
議室

講師：石黒立人氏(愛知県埋蔵文化財センター)、永井宏幸
氏(同)、坂本範基氏(ナカシャクリエイテブ株式会社)、赤
塚次郎氏(NPO法人古代邇波の里・文化遺産ネットワーク)
参加者36名。  

児童室テーマ展示 
北欧 

26 年 7月 11 日(金)
～9月10日(水) 

児童室 トーベ・ヤンソン生誕100年を記念して北欧の作家の児童
文学作品等を集めて展示。 

ティーンズコーナー 
展示 
動物っておもしろい！ 

26 年 7月11 日(金)
～9月10日(水) 

3階 文学や芸術作品に登場する動物や動物に関する仕事まで、
動物に関する本を集めて展示。 

ティーンズコーナー 
展示 
第3回てこぽん大賞！ 

26 年 7月11 日(金)
～9月10日(水) 

3階 利用者が書いたおすすめ本のカードの中から人気投票を
行い、入賞作品のカードと作品を展示。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

ミニ展示 
職業・資格の本 

26 年 7月11 日(金)
～10月8日(水) 

4階 就職や転職、資格取得に関する本を集めて展示。 

地域資料展示 
尾張の水景 

26 年 8月15 日(金)
～27年2月11日(水)

3階 明治期の河川工事、用水造成、埋立や干拓により変化した
尾張地方の水景にちなんだ所蔵資料を展示。 

地球の未来を考える 26 年 9月12 日(金)
～11月12日(水) 

1階 11月に名古屋で開催の「ESD(Education for Sustainable 
Development 持続可能な開発のための教育)ユネスコ世界
会議」のテーマに関連する地球環境、貧困、人権、平和な
ど、グローバルな問題に関する資料約500点を集めて展示。
(協力：環境部ESD会議支援室) 

 ＠ライブラリー 
ESDってなに？ 

26 年 10 月 1日(水)
～11月30日(日) 

県内 県内図書館との連携事業。県内図書館で同時にESDに関連
したイベント実施を呼びかけ、ホームページでの PR やポ
スター・配布資料の提供を実施。参加館9館、のべ11件
のイベントを登録。(協力：環境部ESD会議支援室) 

児童室テーマ展示 
ことばあそび 

26 年 9月12 日(金)
～11月12日(水) 

児童室 ことばあそびに関する児童書や絵本を集めて展示。 

ミニ展示 
戦国武将を知る 

26 年 9月12 日(金)
～12月10日(水) 

3階 11月開催の「あいち合戦ワールド」を記念して、三英傑を
はじめ愛知にゆかりのある戦国武将に関する本を展示。 

読書週間 
翻訳小説を愉しむ 
 

26年10月10日(金)
～12月10日(水) 

1階 ノーベル賞などの主要な賞の受賞作や、短篇小説集、ガイ
ドブックなど日本語に翻訳されている外国文学に関連す
る本約1,400冊を展示。 

 
 

ブックパーティ 
「外国文学」 

26年11月22日(土) 中会
議室

テーマ「外国文学」で参加者(5名)が自由に好きな本につ
いて語りあう会を実施。司書によるブックトークも実施。

ミニ展示 
ニッポンのものづくり 

26年10月10日(金)
～12月10日(水) 

4階 日本のものづくりに関する資料を展示。青色LEDでノーベ
ル物理学賞を受賞した三氏の著作と関連資料も展示。 

児童室テーマ展示 
クリスマスの本 

26年11月14日(金)
～12月27日(水) 

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 
知ってほしい、DVのこと 

26年11月14日(金)
～12月10日(水) 

4階 DV(ドメスティック・バイオレンス)に関するパネルや本を
集めて展示。 

暮らしの安全を考える 26年12月12日(金)
～27年2月25日(水)

1階 自然災害、事件・事故、金銭トラブルなど暮らしの安全を
脅かすリスクを知って備える本約1,100冊を集めて展示。

 
 

パネル展 
犯罪被害者等支援 

26年12月12日(金)
～27年1月7日(水)

1階 主催：愛知県､犯罪被害者自助グループ｢緒あしす｣､ 
ＴＡＶ交通死被害者の会 

 
 

投稿作品展 
あいちシェイクア
ウト訓練2014 

26年12月12日(金)
～27年2月25日(水)

1階 
主催：愛知県防災局 

 
 

暮らしの安全を考
えるビデオ上映会 

27年1月22日(木) ＡＶ
ホール

振り込め詐欺被害防止対策や防災対策に関するビデオを
上映。参加者9名。 

 
 

防犯講座 
正しく使って安心
インターネット 

27年2月11日(水) ＡＶ
ホール

講師：県警本部サイバー犯罪対策課 堀川愼也氏。 
参加者22名。 

ミニ展示 
闘病記を読む 

26年12月12日(金)
～27年2月25日(水)

3階 様々な病気の闘病体験について書かれた本を集めて展示。

ティーンズコーナー 
ミニミニ展示 頑張
れ！受験生！2014 

26年12月12日(金)
～27年2月25日(水)

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 

27年1月6日(火) 
～2月25日(水) 

児童室 今年の干支「未」(ひつじ)に関する児童書や絵本を集めて
展示。 

あいちの企業家応援 
フェア 

27年1月9日(金) 
～2月25日(水) 

1階 パネル展示のほか、所蔵資料の中から起業に関する本を展
示。(共催：(株)日本政策金融公庫) 

図書館の下の江戸時代 
名古屋城三の丸遺跡 

27年1月9日(金) 
～2月25日(水) 

2階 愛知県図書館が建設される前に発掘された三の丸遺跡や
清須城からの出土品(県埋蔵文化財センター蔵)や当館の
蔵書のうち関連図書約100点を展示。 
(共催：愛知県教育委員会) 

 公開講座 
図書館の下の江戸
時代 

27年2月22日(日) 大会
議室

講師：梅本博志氏(愛知県埋蔵文化財調査センター)、佐藤
公保氏(同)。講演会の後半は「図書館周辺江戸ウォーク」
として歩いて石垣などを解説しながら回った。 
参加者107名。 
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展 示 名 期 間 会場 内 容 

地域資料展示 
三河の水景－失われた
風景－ 

27年2月13日(金)
～8月12日(水) 

3階 豊川や明治用水、衣浦湾など三河の水景にちなんだ所蔵資
料を展示。 

おとなの教養入門 27 年 3月13 日(金)
～7月8日(水) 

1階 日本や世界の社会情勢、言葉遣いやマナー、古典作品や芸
術など、おとなにふさわしい教養の入門書約2,100冊を集
めて展示。 

児童室テーマ展示 
ともだち 

27 年 3月13 日(金)
～5月13日(水) 

児童室 入学や新学期を迎えるこの時期に、ともだちをテーマとし
た児童書や絵本を集めて展示。 

２ その他の企画 

行 事 名 ・ 対 象 開 催 日 会場 内 容 

としょかんの中をたん
けんしよう！ 
(小学生対象) 

26年7月23日(水)、
7月26日(土)

館内 夏休み期間に、小学生を対象として普段利用者が立ち入る
ことができないバックヤードを中心に、愛知県図書館内を
案内。参加者46名(付き添いを含む)。 

としょかんで「宇宙」
についてしらべよう！ 
(小学4～6年生) 

26年7月24日(木) 児童室 テーマは「宇宙」で、ロケットや天文に関する項目を各自
が選定して調べた。図書館の上手な使い方や図鑑や事典の
調べ方なども解説。参加者10名。 

としょかんの「おしご
と」をやってみよう！ 
(小学3～6年生) 

26年7月25日(金) 児童室 小学生に図書館員の仕事を体験してもらうイベント。内容
は、図書館員の仕事を説明した後、カウンターでの貸出・
返却や、書架の整とん、ブッカーを使ったしおりづくりを
実施。参加者８名。 

図書館探検ツアー 
(一般：中学生以上) 

26年11月1日(土)、
11月5日(水)

館内 「読書の秋」に普段利用者が立ち入ることができないバッ
クヤードを中心に、館内を案内。参加者19名。 

調べ方講座  
「県内の地名の由来
を調べる」 
(一般：中学生以上) 

26年12月17日(水) 中会
議室

身近な地域の地名を調べるために必要な基本的資料や、調
査の実例について、司書が参考資料や地図などを見せなが
ら解説。参加者22名。 

てこぽん 通年 3階 利用者が推薦本の紹介カードを投稿し、対象図書とと
もにティーンズコーナーに掲示。投稿ポイントは図書
館グッズと引換可能。てこぽんとは「ティーンズ コ
ーナー ポイント Ｇｅｔ大作戦！」の略称。年度内
の投稿数 65 枚。来館者等の人気投票で決める「てこ
ぽん大賞第3回」実施。投票数53票。 

３ 名画鑑賞会(18回 入場者：延べ1,068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 

26年4月17日(木)、20日(日) 地下室のメロディー 12月18日(木)、21日(日) パンと恋と夢 

7月 17日(木)、20日(日) ヤコブへの手紙 27年1月15日(木)、18日(日) 天と地の間に 

8月21日(木)、24日(日) 真昼の暗黒 2月19日(木)、22日(日) 手をつなぐ子等 

9月18日(木)、21日(日) スイング・タイム 3月19日(木)、22日(日) 第三の男 

11月20日(木)、23日(日) 北ホテル 

４ 児童図書室行事(会場：1階児童図書室) 

行 事 名 開 催 日 内 容 

おはなし会 毎月第1日曜日と第3土曜日
(1月、3月は第3土曜日のみ)。

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを実施。幼児向
け(午前)・小学校低学年向け(午後)の1日2回。 
入場者は延べ605名。 

おたのしみ会 26年8月5日(火)、6日(水)、
12月25日(木) 

夏休みと冬休みのイベントとして実施。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。入場者は延べ140名。 

おとなも楽しめる 
おはなし会 

27年1月24日(土) 大人も楽しめるお話会として、小学校高学年以上を対象
とした読み聞かせ・ストーリーテリング・朗読等を実施。
入場者は15名。 
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