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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 三河の

水景 

27年2月13日(金)

～9月9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。  

企画展示 おとなの教
養入門 

27年3月13日（金）

～7月 8日（水） １階

春は卒業・入社・転勤などの季節。ビジネスや新生活に役

立つ勉強や読書を始めたいと思っている方に、社会人とし

て役立つ教養・入門書おすすめ約2,100冊を展示。 

 ＣＤによる名曲コ

ンサート 

27年5月2日（土） ＡＶ

ホール

ＢＧＭ・ＣＭなどでよく使われる有名なメロデイーが入っ

ている名曲の数々を当館所蔵のＣＤで紹介。参加者52名。

 
ミニレクチャー 

美術館を楽しむ 

27年5月17日（日）
中会

議室

愛知県美術館の学芸員がわかりやすく美術館の楽しみ方

を解説。愛知県美術館で開催中であった「月映展」（～5/31）

についても紹介。参加者30名。 

ティーンズコーナーテ

ーマ展示 世界を読む

2 北欧！ 

27年3月13日(金)

～5月13日(水) ３階 
10代を対象に、北欧の文学や歴史・地理等に関する本を集

めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 Ａ・Ｌ・

Ｃあるく第2号発行 

27年3月13日(金)

～5月13日(水) 

 

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の第2号「テーマ：家族」で取り上げている

本を展示。 

児童室テーマ展示 と

もだちの本 

27年3月13日(金)

～5月13日(水) 
児童室

「ともだち」がテーマになった児童書や絵本を集めて展

示。 

ＡＶ室展示 ＣＤによ

る名曲コンサートで紹

介されたＣＤ 

27年5月2日（土）

～6月10日（水） 
ＡＶ室

5月2日にＡＶホールで実施した「ＣＤによる名曲コンサ

ート」で使用したＣＤ14点を展示。 

ミニ展示 おとなの教

養入門～自然科学～ 

27年5月15日（金）

～7月 8日（水） 
４階

科学一般や数学、物理、天文、情報など自然科学の入門書

約400冊を展示。 

児童室テーマ展示 

2014年をふりかえって 

27年5月15日(金)

～7月8日(水) 
児童室

2014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：

2014年物故者をふりか

える 

27年5月15日(金)

～8月12日(水) ３階 
2014年に亡くなった渡辺淳一、山口淑子、ダニエル・キイ

スなど各界の著名人の著作や関連書を集め展示。 

ミニ展示 第153回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

27年6月20日(土)

～7月16日(木) ３階 
第153回芥川賞・直木賞にノミネートされた候補者の作品

を集め展示。 

企画展示 昭和を訪ね

て 

27年7月10日（金）

～10月7日（水） 
１階

平成になってからすでに四半世紀が過ぎ、昭和の記憶が次

第に薄れつつある。平成27年は戦後70年。昭和の事件や

人物、人々のくらしや文化をたどる本約1,400冊を展示。

 昭和の愛知を見る 

～愛知県政ニュー

ス上映会～ 

27年8月2日（日）
ＡＶ

ホール

昭和20年から50年代に公開された県政ニュースから、伊

勢湾台風や昭和の愛知の暮らしの様子が分かる映像 10 本

を上映。参加者32名。 
 戦争を知る～ひと

り読み語りしばい

「父と暮せば」～ 

27年8月16日（日）
ＡＶ

ホール

井上ひさし作「父と暮せば」をひとり読み語りしばいで上

演。出演：天のたつし氏（松風の会）。参加者22名。 

 昭和の文学作品を

味わう ～大人の

ためのお話し会～ 

27年9月13日（日）
ＡＶ

ホール

芥川龍之介「蜘蛛の糸」など、昭和の教科書に掲載された

文学作品など 6 点の朗読など。出演は図書館サポーター5
名と児童室職員1名。参加者15名。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

ＡＶ室展示 昭和を訪

ねて 

27年7月10日（金）

～10月7日（水） 
ＡＶ室

企画展示「昭和を訪ねて」に合わせて昭和時代の映像 

ＤＶＤや昭和の歌謡曲などのＣＤを展示。 

児童室テーマ展示 タ

イムトラベル ニッポ

ン 

27年7月10日(金)

～9月9日(水) 児童室
江戸時代から現代まで、歴史や伝記などの児童書や絵本を

集めて展示。 

ティーンズコーナーテ

ーマ展示 タイムスリ

ップ！江戸時代 

27年7月10日(金)

～11月11日(水) ３階
ティーンズ向けの江戸時代の社会と生活、娯楽と文化など

関する本を集めて展示。 

ティーンズコーナー展

示 第4回てこぽん大

賞！ 

27年7月10日(金)

～9月9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。 

ミニ展示 食に関する

職業・資格の本 

27年7月10日（金）

～10月7日(水） 
４階 食に関連する職業・資格についての図書を集めて展示。

ミニ展示 江戸川乱歩 

没後50年 

27年7月28日(火)

～9月9日(水) 
３階

江戸川乱歩没後50年にあたり、乱歩作品と「江戸川乱

歩賞」を受賞した作品を集めて展示。 

企画展示 没後400年 

徳川家康 

 

27年9月11日(金)

～12月9日(水) 
２階

2015年は、徳川家康の400年忌の年にあたる。江戸時代に

刊行された家康の伝記や戦記など、当館所蔵の貴重な資料

22点に加え、徳川家康を題材にした文学作品や、戦国時代

や武将の関連資料約300冊も展示。 

 
＠ライブラリー 

徳川家康 没後400

年にあたって 

27年10月28日（水）

～28年3月31日（木）
 

県内市町村図書館との連携事業。徳川家康に関連する展示

やイベントなどの実施を呼びかけ、ＨＰ上で参加館の情報

をＰＲ、資料の配布などの協力を行った。参加館は16館、

のべ19件のイベントを登録。 

 
ビブリオバトル「武

将」 

27年10月31日（土） ＡＶ

ホール

「武将」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。発表者5名、参加者22名。 

地域資料展示 家康の

祖松平八代 

27年9月11日(金)

～ 12月9日(水) 
３階

江戸時代に編まれた松平氏の伝記を始め、徳川家の祖松平

八代に関する所蔵資料を展示。 

児童室テーマ展示 フ

ァーブル没後100年 

昆虫の世界 

27年9月11日（金）

～11月11日（水） 児童室
『昆虫記』の著者として知られるアンリ・ファーブル没後

100年にあたり、昆虫に関する児童書や絵本を集めて展示。

 
＠ライブラリー 

虫の世界へ ファ

ーブル没後100年 

27年7月15日（水）

～11月30日（月）
 

県内市町村図書館との連携事業。虫に関連した資料の展示

やイベント実施を呼びかけ、ＨＰ上で参加館の情報をＰ

Ｒ、資料の配布などの協力を行った。参加館 36 館、のべ

47件のイベントを登録。 

ミニ展示 愛知県図書

館所蔵資料で見る国勢

調査の歩み 

27年9月11日（金）

～10月7日（水） ４階

国勢調査の実施にあわせて、所蔵の資料を中心に国勢調査

の歩みに関する資料を展示。関連企画として、県図書館、

県公文書館、県統計資料室を巡るスタンプラリーを実施。

企画展示 読書週間 

詩歌の世界 

27年10月9日（金）

～12月9日（水） 
１階

読書の秋にふさわしく、詩・和歌・俳句など、古今東西の

詩歌の名作約1,100冊を展示。 

 
朗読と舞踊 “おく

のほそ道”の世界 

27年11月21日（土）
ＡＶ

ホール

松尾芭蕉「おくのほそ道」の朗読と日本舞踊「松島」の上

演を実施。出演：市川櫻香氏（ＮＰＯむすめかぶき代表）。

参加者22名。 

 
ＡＶ室展示 詩歌

の世界 

27年10月9日（金）

～12月9日（水） 
ＡＶ室

企画展示「詩歌の世界」に合わせて詩の朗読に関するＣＤ

やＤＶＤなどを展示。 

ミニ展示 ノーベル文

学賞2015 

27年10月9日（金）

～11月11日（水）
３階

2015 年ノーベル文学賞を受賞したスベトラーナ・アレク

シェービッチ氏の著作と関連資料を展示。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

ミニ展示 ノーベル医

学生理学賞 ノーベル

物理学賞 受賞記念展

示 

27年10月9日（金）

～12月27日（日）
４階

2015 年のノーベル医学生理学賞を受賞した大村智氏及び

ノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏の業績を紹介し、

それぞれの研究分野の関連図書を展示。 

児童室テーマ展示 ク

リスマスの本 

27年11月13日（金）

～12月27日（日）
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 文学のなか

のあいち 

27年11月13日(金)

～28年2月28日(日)
３階 愛知県が登場する小説などの文学作品を集めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 頑張れ！

受験生2015 

27年11月13日(金)

～28年2月28日(日) 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。 

企画展示 つくる楽し

み そだてる楽しみ 

27年12月11日（金）

～28年2月28日（日） １階
寒い冬の季節でもトライできる、手芸・工芸・料理、園芸

やペットなどに関する本約1,300冊を展示。 

 ワークショップ 

ハンドメイドの本

づくりをしてみよ

う 

28年2月3日（水）

小会

議室
初心者でも作れる製本技術の体験講座。参加者5名。 

 
ブックパーティ

「猫」 

28年2月6日（土）

 
中会

議室

「猫」というテーマで参加者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。参加者

9名。 

企画展示 ピカソを知

る 

27年12月11日（金）

～28年2月28日（日）

１階

・ 

３階

愛知県美術館で開催する「ピカソ、天才の秘密」展に合わ

せ、当館所蔵のピカソの画集や解説書、伝記などピカソに

関する本約200冊を展示。 

地域展示 あいちの俳

諧 

27年12月11日(金)

～ 28年6月8日(水)
３階

尾張･三河地方は江戸時代俳諧が盛んで、俳文集『鶉衣』

で有名な横井也有は現在愛知県図書館が建つ場所で生ま

れた。所蔵資料の中から、あいちの俳諧に関連する資料を

展示。 

ミニ展示 第154回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

27年12月25日(金)

～28年1月19日(火) ３階
第154回芥川賞・直木賞にノミネートされた候補者の作品

を集め展示。 

児童室テーマ展示 干

支の本 

28年1月5日（火）

～2月28日（日） 
児童室

今年の干支「申」（さる）に関する児童書や絵本を集めて

展示。 

企画展示 起業を応援

します！ 

28年1月15日（金）

～2月28日（日） 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） 

 創業支援セミナー

『自己実現のため

の創業』 

28年2月20日（土）
大会

議室

起業を考えている人向けに、実際に起業に成功した人たち

が体験談を語るセミナー。（主催 日本政策金融公庫名古

屋創業支援センター、共催 愛知県図書館）参加者30名

 

 

２ その他の企画 

行 事 名・対 象 開 催 日 会場 内   容 

としょかんで「動物」につ

いて調べよう！ 

小学4～6 年生 

27 年7 月23 日（木）

児童室

テーマは「動物」で、各自が調べたい内容を選んで調べた。

児童室の職員が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2 名。 

調べ方講座｢デジタル化

資料をさがす｣ 

一般(中学生以上） 

27 年12 月24 日(木)

（2 回実施） 
中会

議室

インターネット上で自由に閲覧できる海外や日本のデジタル

化資料のサイトを紹介し、一般的な調べ方を解説。また、タブ

レット端末を使用し、参加者の実習も行った。参加者9 名。 
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行 事 名・対 象 開 催 日 会場 内   容 

としょかんの『おしごと』を

やってみよう！ 

小学4～6 年生 

27 年7 月24 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、しおりづくりを行った。 

図書館探検ツアー 

（小学生） 

27年7月22日(水）､

7 月25 日(土） 
館内

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が

できないバックヤードを中心に館内を案内。小学生の参加者

53 名（付添含む）。一般（中学生以上）の参加者21 名。 図書館探検ツアー 

一般(中学生以上) 

27年11月5日(木）、

11 月8 日（日） 
館内

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 43 枚。来館者等

の人気投票で決める「てこぽん大賞第 4 回」実施。投票数

28 票。 

 

 

３ 名画鑑賞会（18回 入場者：延べ1,075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 

27 年4 月16 日（木）、19 日(日) ヘンリー八世の私生活 12月17日（木）、20日(日) 野ばら 

7 月16 日（木）、19 日(日) 
ハーブ&ドロシー アート

の森の小さな巨人 
28 年1 月21 日（木）、24 日(日) 自転車泥棒 

8 月20 日（木）、23 日(日) 鶴は翔んでゆく 2 月18 日（木）、21 日(日) アイ・ラヴ・ユー 

9 月17 日（木）、20 日(日) フレンチ・カンカン 3 月17 日（木）、20 日(日) モンパルナスの灯 

11 月19 日（木）、22 日(日) 木洩れ日の家で 

 

 

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 

27 年 4 月から28年 3月までの毎月第1

日曜日と第3土曜日(1月と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）

大人も楽しめる

おはなし会 
27年7月5日（日）、12月19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

としたストーリーテリングや朗読を実施。参加者34名。

おたのしみ会 
27 年8 月4 日（火）、8 月5 日(水）、12 月

25 日(金) 

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通常のおはな

し会に、夏は実験や工作、冬は絵本の読み聞かせ、パ

ネルシアター、ペープサートなどを行った。 
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