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Ⅳ 平成 29 年度の主要な事業動向  

１  収集方針の改正と資料の収集  

（1） 収集方針の改正 

拠点図書館として市町村立図書館のニーズに対応できる資料を収集し、県図書

館としての魅力を形づくる特徴的なコレクションを構築するため、市町村立図書

館の意向を踏まえ、収集分野を「愛知県固有の歴史、文化、産業等に関する資料

と、地域の課題解決に寄与する資料」に重点化する収集方針の改正を行った（平

成 30 年４月１日施行）。重点化した分野は、ものづくり文化資料、地域資料及び

健康・医療資料の分野である。 

（2） 資料の収集 

ア 図  書 

平成 29 年度は、14,560 冊の図書を受け入れた（購入:和書 10,452 冊、洋
書 43 冊、寄贈:和書 3,951 冊、貸出文庫用図書からの受入:114 冊）。購入
による受入は、平成 18 年度から平成 21 年度までの 21,000 冊程度から、そ
の後は資料購入費の減少に伴って購入冊数が減少しており、平成 29 年度は
10,495 冊であった。市町村立図書館及び利用者ニーズに応えるため、本県
のものづくり関係の歴史資料や産業の発展に役立つ資料、地域の資料、健
康・医療に関する資料、専門性の高い資料については、他よりも優先し重
点的に収集を行った。 

図書蔵書冊数 1,142,496 冊（1,129,199 冊（28 年度末）+14,560 冊（受入）
-1,263 冊（除籍）） 

イ 新聞雑誌 

平成 29 年度当初の継続受入資料は、新聞 95 紙、雑誌 2,099 タイトルで、
うち新聞 35 紙、雑誌 1,312 タイトルは寄贈によるものである。３月に「ふ
るさと探訪」をテーマに企画展示を始めるにあたって、全国都道府県の広
報誌の収集を開始するとともに、雑誌全体の配架を見直し、展示用棚を設
けた。 

ウ ＡＶ資料 

教養や文化面で資料価値の高い資料を中心に収集しており、平成 29 年度
はＤＶＤ127 点、ＣＤ143 点を受け入れた。購入・寄贈の別では、購入 170
点、寄贈は文化財の記録映像など 100 点である。ＤＶＤ、ＣＤともに、前
年度に引き続き、劣化の進むビデオカセットやカセットテープ、旧蔵レー
ザーディスクの代替資料の購入を進めた。平成 29 年度末現在での所蔵総数
はＤＶＤ始め映像資料 5,912 点、ＣＤ始め録音資料 17,770 点である。 

２  来館者サービスの状況  

（1） １階エントランスのリニューアル～Ｙｏｔｔｅｋｏ(ヨッテコ)の整備 

１階吹抜け部分の天井耐震工事に合わせ、エントランスのリニューアルを行っ

た。 

この新しいエントランスを、様々な図書館資料を使った企画展示に加え、話し

合いができるグループ学習スペースを提供するとともに、セミナーやワークショ

ップを関係機関･団体と連携して開催するなど、県民の皆様が相互に交流し、繰り

返し訪れたくなるような知的で明るい空間を目指して整備を進めた。 

この新しいエントランスのレイアウトや、什器の選定については、愛知県立芸

術大学夏目知道准教授の監修を受け、また、同研究室学生からの提案による愛称
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とロゴについて、来館者による投票を行い、Ｙｏｔｔｅｋｏ（ヨッテコ）と決定

した。 

Ｙｏｔｔｅｋｏ（ヨッテコ）とは、学校帰り、仕事帰り、散歩の途中などに、

「気軽によっていこう」と思える場所をイメージしたものである。 

 （2） 入館者、貸出、レファレンスサービス等 

平成 29 年度の総入館者数は 554,821 人（前年度比 95.0%）、1 日平均の入場
者数は 1,967 人である。平成 29 年度末現在の有効登録者数は 42,867 人（平成
29 年度新規登録者 13,257 人）で、郵便による利用カード発行（平成 26 年 4
月開始）には、584 名（前年度 505 名）の申込みがあった。 

資料の個人貸出点数（図書、ＡＶ資料）は、471,741 冊･点（前年度比 95.1％）、
1 日平均は 1,672.8 冊･点（前年度比 95.0%）であり、貸出中資料への予約は
26,941 件（前年度比 93.5％）で、このうち利用者自身によるオンライン予約
は 19,567 件（前年度比 95.3％）であった。 

レファレンス件数は 33,854 件（前年度比 101.8％）であった。 

（3） 児童に対するサービス 

平成 29 年度末現在、開架に図書 33,219 冊、閉架も含めると 84,211 冊、雑
誌は全て開架で 38 タイトルを所蔵している。児童図書の貸出冊数は、前年度
より 1.8％増加し、85,804 冊であった。 

発行物では、新着図書を紹介する『新しく入った本』（月刊）とおすすめ本
を紹介する『じどうとしょしつだより えほん』（季刊）、『児童図書室だよ
り ものがたり・ちしきの本』（季刊）、読み聞かせに適した本を紹介する『お
はなし会でよんだ本！』（季刊）を発行した。 

テーマ展示では、「追悼：ディック・ブルーナ、井上洋介、佐藤さとる、ま
ついのりこ」のほか、「読んでみよう外国の本」「スポーツの本」など２か月
ごとにテーマを変えて関連図書の展示と貸出を行った。 

「おはなし会」については、午前は幼児向け、午後は小学生向けに、年間 23
日 46 回行った（参加者 565 名）。４月 23 日の子ども読書の日の記念行事では、
４月 15 日に「子ども読書の日記念おはなし会」を開催し、読み聞かせと折り
紙を行ったほか、４月 29 日に、本の表紙カバーを使って手提げバッグを作る
工作教室を行った。夏休み中の８月及び冬休み中の 12 月には、簡単な実験や
工作などを行う「おたのしみ会」（参加者 90 名）を行った。 

また、子どもの読書活動に関わる方々への情報提供サービスとして、図書館
のホームページに、手遊びやわらべうたなどの参考図書リストを掲載した。 

（4） 障害者へのサービス 

平成 29 年度に視覚障害者用に製作した録音図書ＤＡＩＳＹ（デイジー）の
数は 32 タイトル、そのうち既蔵テープからデータ変換したものは 19 タイトル
で、平成 29 年度末現在のＤＡＩＳＹの所蔵総タイトル数は 911 タイトルとな
った。 

視覚障害者への対面朗読は、利用者数が延べ 147 人（前年度比 100.7％）、
対応した朗読者数が延べ 102 人（同 91.9％）、朗読時間数が 234 時間 25 分 （同
101.3％）であった。 

視覚障害者資料の貸出数は、自館資料は 983 タイトル（同 116.7％）で、他
施設から借り入れた資料の提供数は 3,966 タイトル（同 100.1％）であった。
自館資料の他施設への貸出は、601 タイトル（同 88.4％）であった。 

当館が加入している視覚障害者等への情報提供ネットワークシステム「サピ
エ」は、点字・録音図書の施設間相互貸借のための書誌データベースのほか、
電子図書館の機能もあることから、利用者個人の「サピエ」への直接利用もサ
ポートしている。平成 29 年度は新たに県図書館を経由して 12 人が登録し、総
数は 48 人となった。 

心身障害者への郵送貸出の数は、487 点（同 76.8％）であった。 
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平成 30年３月には、児童図書室内に読書のバリアフリーコーナーを開設し、
視覚障害者資料室で管理するマルチメディアデイジー19 点を、大活字本、さわ
る点字絵本、LL ブック（やさしく読める本）などと一緒に配架し、一般利用者
への周知に努めた。 

（４） 各コーナーの状況 

県立図書館としての役割や県行政を推進する観点から次のテーマについて

集約したコーナーを設置している。 

ア 地域資料  

愛知県の人・事物について書かれた資料、県内行政刊行物、その他愛知県に

関する資料を収集している。平成 29 年度末現在、開架に図書 39,070 冊、受入

継続雑誌 376 タイトル、閉架も含めると図書 78,501 冊（前年度比 1,480 冊増）、

雑誌 1,333 タイトル（前年度比１タイトル減）を所蔵している。 

イ ビジネス情報 

企業経営、起業、資格取得、就職関係の資料を集約したビジネス情報コーナ

ー（平成 17 年３月開設）では、平成 29 年度末現在図書約 4,500 冊と受入継続

雑誌 37 タイトルを開架している。平成 30 年３月には、ビジネス情報コーナー

のスペースを広げ、社史コーナー（平成 28 年度開設）を拡張した。 

関連事業として平成 29 年度は企画展示「社史つまみぐい展１・２」「起業

を応援します 2018」を開催した。そのうち「起業を応援します 2018」は日本

政策金融公庫との共催で行い、展示会場ではあいち産業振興機構の起業関係の

チラシを配付した。併せて、日本政策金融公庫主催の次世代起業家応援セミナ

ーを開催した （参加者 101 名）。 

ウ 多文化サービス 

多文化共生社会への意識づくりと外国人県民への日本語教育等を支援す
るため、平成 18 年３月に中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語で書かれた
図書や日本語学習用の図書を備えた多文化サービスコーナーを開設した。
平成 29 年度末現在約 5,200 冊を開架しており、文学や日本語学習用の図書
を中心として安定した利用が続いている。 

エ ティーンズ 

中・高生に読書により親しんでもらうため、「ティーンズコーナー」（平
成 17 年３月開設）には、平成 29 年度末現在約 7,500 冊を配置している。
そのうち約 20％が常に貸出されており、多くの利用が続いている。 

また、利用者参加型企画「てこぽん」（ティーンズコーナー ポイントＧ
ｅｔ大作戦!）を継続して開催し、利用者が書いたＰＯＰ（お気に入りの本
を文章やイラストなどを使って紹介したもの）を活用して他の利用者にＰ
Ｒすることにより、さらなる利用促進を図っている。また、７月から９月
にかけて、来館者の投票によりＰＯＰの優秀作を選ぶ「第６回てこぽん大
賞」を実施した。 

（５） 企画展示・講演会等の開催 

ア 企画展示・講演会 

利用者と図書館資料をつなぎ、県図書館の利用を促進するとともに、図
書館を知ってもらう活動として、企画展示・講演会等を開催している。平
成 29 年度には、企画展示「大人も絵本」、「社史つまみぐい展 : ものづ
くりの会社」などを実施した。詳細は参考資料５｢実施事業一覧｣参照。 

イ 一般向け講演会とラップコンサートの実施 

古書の博物館として知られる西尾市立岩瀬文庫と市民ボランティアとの
協働について、愛知図書館協会との共催で一般向け講演会を実施した。 
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「岩瀬文庫と市民ボランティア」 
日 時 平成 30 年１月 13 日（土） 13:20-15:00 
場 所 愛知県図書館大会議室 
参加者 79 名 
内 容 講演「岩瀬文庫とそれを支える市民ボランティア」 
講 師 岩瀬文庫 林知左子氏、ボランティアの皆様 

 
１階エントランスのリニューアルを記念し、テレビ局と合同で行う新し

い試みとしてラップコンサートを実施した。  

 「あなたの“愛”をラップで伝えてみよう！」 
日 時 平成 30 年３月 18 日（日） 13:30-14:50 
場 所 愛知県図書館１階エントランス Ｙｏｔｔｅｋｏ(ヨッテコ) 
観覧者 82 名 
共 催 中京テレビ放送株式会社 
出 演 ラッパー：晋平太さん、ＰＯＮ万次郎さん、中京テレビアナウ

ンサー：稲村沙綾さん 
内 容 稲村アナウンサーとＰＯＮ万次郎さんによる朗読バトルや、晋

平太さんの指南により会場の高校生や図書館職員がラップを
作り披露した。 

３  インターネットを利用したサービスの状況  

（1） アクセス状況  

ホームページのトップページへのアクセス数は 1,128,996 回（前年度比
95.4%）と減少した。しかし、愛知県図書館の蔵書検索ページのアクセス数は
1,878,836 回（同 96.3%）であり、トップページのアクセス数に比して高い数
値を示していることから、トップページを経ずに直接蔵書検索を行う利用者が
相当数あると考えられる。 

横断検索「愛蔵くん」には、県図書館、県内市町村立図書館（48 館）、公民
館図書室（２館）及び専門図書館（３館）が参加しており、横断検索のアクセ
ス数は 555,700 回（ＰＣからのアクセスのみ。スマートフォン等携帯端末を除
く）（同 96.1%）と減少した。携帯サイトの総ページビューは 44,358 ページ（同
72.5%）と減少した。 

（2） 地域資料のデジタル化の推進 

当館が所蔵する貴重な地域資料の効率的な利用のため、デジタル化を平成 15
年から順次推進している。平成 29 年度末現在、「絵図の世界」（758 点）、「絵
はがきコレクション」（108 セット）、「貴重和本デジタルライブラリー」（176
タイトル）の３コレクションをホームページに掲載し、高精細画像の閲覧が可
能である。 

「貴重和本デジタルライブラリー」は、引き続き書誌データの整備を進めて
おり、平成 29 年度は 14 タイトル分の整備が完了し、平成 30 年度以降も順次
タイトルの増加を図っていく。 

（3） ナクソス・ミュージック・ライブラリー 

音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」（平成 26 年 4
月から開始。クラシックを中心として同時 20 アクセス）の平成 29 年度の利用
件数は、総計 24,457 件（前年度比 105.6％）であった。 

（4） 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス 

ア 国立国会図書館デジタルコレクション 

国立国会図書館が所蔵する次の資料が、館内の端末で閲覧、複写できる
（平成 27 年５月サービス開始）。 
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・既に著作権が切れてインターネット公開されていた資料約 53 万点 
・著作権が切れていなくても絶版等の理由で入手困難な資料で、昭和 43

年までに同館が受入れた図書約 56 万点 
・平成 12 年までの雑誌約 80 万点等 

イ 歴史的音源（れきおん） 

「歴史的音源」は 1900～1950 年頃のＳＰ盤等のデジタル化音源で、 
著作権（著作隣接権）の保護期間が満了した音源約 2,300 点をインター
ネットに公開しており、加えて図書館送信資料約 46,000 点を館内インタ
ーネット用端末（８台）から聴取できる。（平成 23 年５月サービス開始） 

（5） 館内インターネット用端末・ＣＤ-ＲＯＭ端末の状況 

平成 29 年度の館内インターネット用端末・ＣＤ-ＲＯＭ端末の利用は延
べ 19,719 人（前年度比 101.6％）であった。 

４  市町村立図書館等へのサービスの状況  

（1） 協力貸出・相互貸借 

ア 協力貸出 

平成 29 年度の当館から県内・県外の図書館等への協力貸出数は、全体
で 19,677 冊・点（前年度比 100.9%）であった。 

 

イ 相互貸借 

平成 29 年度の当館を経由した東海・北陸地区（岐阜県、三重県、富山
県、石川県、福井県及び本県）内の相互貸借冊数は、全体で 46,861 冊（同
102.1%）であった。 

 

 （2） 遠隔地返却制度 

県図書館で借りた資料を地元の図書館で返却できる遠隔地返却制度（平
成 24 年度開始）の対象自治体は、東三河地区（豊橋市、豊川市、蒲郡市、
新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村）、西三河地区（岡崎市、碧南
市、豊田市、西尾市、高浜市、幸田町）、知多地区（半田市、常滑市、阿
久比町、南知多町、美浜町、武豊町）の 20 市町村で、平成 29 年度の利用
は 2,613 冊･点（前年度比 101.8%）であった。 

平成 28 年度に、遠隔地返却の電算システム改修を行い、地元の図書館で
返却処理の後、当該図書が県図書館へ返送中であることを電算システムに
反映させることにより、地元図書館での返却と電算システム上の実際の返
却処理のタイムラグが解消された。 

貸出対象 冊・点数 前年度比

県内市町村立図書館
(図書館未設置自治体の公民館図書室を含む)

15,836 81.3%

県外の図書館等 1,997 96.3%

県内の大学図書館 255 88.9%

県内の学校図書館 1,544 314.5%

冊・点数 前年度比

県内の市町村立図書館、大学図書館等間の相互貸借 43,856 101.4%

本県を除く東海・北陸地区の図書館間の相互貸借 3,005 112.3%
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（3） 市町村立図書館への支援 

ア あいちラストワン・プロジェクト 

県内で１図書館のみが所蔵する希少資料（ラストワン）を将来にわた
って確実に保存し、利用できるよう県内市町村立図書館と協同して取り
組んでいるプロジェクトで、平成 25 年 1 月から試行し、平成 26 年 10 月
から実施している。 

平成 30 年 3 月末時点で図書館を持つ 48 市町村のうち 47 市町村（48
館）が参加している。平成 29 年度は、市町村立図書館において保存が困
難とされた 491 冊の希少資料が愛知県図書館に移管され、当館の所蔵は
累計 2,405 冊となった。 

イ 研修講師派遣 

平成 29 年度は、県内外で実施された図書館や関係団体が主催する研修
会等へ、講師として職員 15 名（前年度 19 名）を派遣した。また、情報
交換のために延べ 80 名（同 17 名）の職員が市町村立図書館を訪問した。 

５  その他  

（1） 館内職員研修の実施 

平成 29 年度から、県政の課題解決に寄与する県図書館職員養成を目標に、
グループワークなど参加型研修手法を積極的に導入した館内職員の研修を
実施した。当該研修は、第３回以降、市町村立図書館職員に参加を呼びか
けて、県内図書館職員へ自己研鑽の機会を提供している。 

 

（2） 図書館サポーター(ボランティア). 

平成 29 年度の「おはなし会サポーター」の登録は 13 名で、毎月第１日
曜日と第３土曜日に絵本の読みきかせや紙芝居、ストーリーテリングなど
の実演を行った。また、大人を対象にした「大人のためのお話会」を 10 月
と２月に開催し、朗読やストーリーテリングの実演を行った。 

破損・汚損した図書の補修を行う「資料補修サポーター」には、２名の
登録があり、補修作業を行った。このほか、平成 30 年度から定期的に開催
する「あかちゃん向けおはなし会」のサポーターを募集した。応募者 27 名
中、抽選により 15 名が養成講座を受講し、うち 14 名がサポーター登録を
行った。 

（3） 体験学習・図書館実習の受入 

小中高生の見学や体験学習など、平成 29 年度は 41 件 426 人を受け入れ
た。 

回数 開催日 内容
参加者(うち市町
村立図書館職員)

第１回 7月13日 研修用ＤＶＤ視聴及びグループワーク 58人

第２回 9月14日 平成29年度司書専門講座を受講して 44人

第３回 10月12日
愛知の歴史を調べる～県史編さん事業～
『愛知県史』を使ったレファレンス

70人(17人)

第４回 11月9日
愛知県図書館の協力貸出・相互貸借
愛知県図書館のリクエスト受付業務

63人(11人)

第５回 12月14日 『あいちビジョン２０２０』について 62人(3人)

第６回 1月11日 「第19回図書館総合展」参観報告 55人(3人)

第７回 2月8日
名古屋市図書館の陸前高田市立図書館復旧支援につい
て

59人(8人)

第８回 3月8日
愛知県子ども読書活動推進計画について
愛知県図書館の子ども読書活動支援

61人(15人)
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（4） 県内図書館の動向 

平成 30 年４月１日現在の県内の図書館設置市町村は 48（38 市９町１村）、
未設置市町村は６（豊山町、大治町、南知多町、設楽町、東栄町、豊根村）で
図書館設置率は 88.9%（48/54 市町村）である。 

県内で図書館業務に指定管理者制度を導入している公共図書館は全 99館（分
館含む）中 25 館（前年度 23 館）で、その内訳は図書館業務全般への導入が 21
館、施設管理のみ導入が４館（含愛知県図書館）である。 

（5） 県内図書館団体等の動向 

ア 愛知県公立図書館長協議会 

愛知県公立図書館長協議会は、昭和 43（1968）年、県内公立図書館相互
の連絡と図書館活動の推進を図ることを目的に設立され、現在 69 館（図書
館設置の全市町村及び名古屋市分館）が加入、図書館業務に関する研修会、
調査等の事業を実施している。また同協議会にヤングアダルトサービス連
絡会と図書館ネットワーク研究会が設置されている。 

（ｱ） ヤングアダルトサービス連絡会 

ヤングアダルトサービスに関する情報を広く収集し周知するため研修
を開催した。豊田市、田原市のヤングアダルトサービスに関する事例発表、
及び全体討議を行った（9/22、参加者 59 人）。また、ヤングアダルト向
けのブックガイド『ティーンのためのＡｉｃｈｉ Ｌｉｂｒａｒｉａｎｓ’
Ｃｈｏｉｃｅ  Ａ・Ｌ・Ｃあるく』第５号を作成し、愛知県図書館ホーム
ページに公開している。 

（ｲ） 図書館ネットワーク研究会 

県内図書館が連携して実施する広報・ＰＲ事業として、「ものづくり王
国あいち」と「ウィンタースポーツ」を共通テーマにイベント「＠（アッ
ト）ライブラリー」を行った。県図書館のホームページに特設ページを設
け、参加館のイベント情報を掲載、「ものづくり王国あいち」には 16 館、
「ウィンタースポーツ」には 20 館が参加した。 

また、ホームページ内に県内公共図書館の施設・設備等を紹介するペー
ジ「愛知県内公立図書館一覧」を掲載している。 

（ｳ） 研修会 

 

イ 愛知図書館協会 

愛知図書館協会は、昭和 25（1950）年に図書館事業の進歩発展を図り、
もって教育と文化の振興に寄与することを目的に設立された。主な事業は
県内図書館職員向けの研修会の企画・実施である。会員には、施設会員（93
機関）、個人会員（58 人）及び賛助会員（10 団体）の３種がある。 

同協会が実施する研修は、実務への応用を主眼に、講義と演習を組み合
わせた連続受講形式のものを主とし、平成 29 年度に実施した研修は次のと
おりである。 

 

 

回数 開催日 演題 講師 参加者

第１回 6月16日 図書館だからできる、あなたならではの挑戦 伊東直登氏 50人

第２回 6月22日
子どもと本を「より良く」結ぶために
(愛知図書館協会との共催)

大井むつみ氏 119人

第３回 12月14日
障害者差別解消法と公共図書館
：基礎的環境整備と合理的配慮の考え方と具体例

野口武悟氏 67人

第４回 2月8日
味方づくりのためのPR戦略入門
～ビジュアルデザインの視点から

仁上幸治氏 62人
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Ⅴ 実施事業一覧 

１ 展示及び関連講演会等（69 回 参加者：延べ 352 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修名 開催日 内容 参加者

児童サービス研修

6月22日
7月14日
9月8日
10月12日
11月24日

児童サービスに必要な知識と技術に関する講義と演習
を連続４回の受講形式（うち１回は愛知県公立図書館
長協議会との共催による拡大講座(6/22))とステップ
アップ研修(11/24)で構成し実施。

　　  連続講座 20人
　　  拡大講座 99人
 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修  9人

レファレンスサービス研修
9月29日
11月2日
11月15日

レファレンスのインタビュー技法、参考資料の評価等
の講義と演習による連続３回の受講形式の研修。

24人 

コレクションを活かす・魅せる
～社史・地域産業資料を中心に

11月8日

図書館のコレクションを活かす方法について考える研
修。神奈川県立川崎図書館社史室、清須市立図書館日
本一ビールに詳しくなるための図書コーナーのそれぞ
れの取組みについての講演。

44人 

資料保存研修
1月25日
1月26日

資料の保存について実習と講義を組み合わせた研修。 40人 

統計研修
3月1日
3月2日

愛知淑徳大学の協力による、図書館での統計業務に関
して講義と実習を組み合わせた２日間の研修。

20人 

展 示 名 期  間 会場 内    容 

地域資料展示 あいち

の山車まつり 

平成29年2月10日(金) 

～6月7日(水) 
3階 

昔の山車まつりの様子が記された資料や戦前の絵

葉書などを展示。 

 
ミニ展示 日本の

お祭りを読む 

平成29年2月10日(金) 

～6月7日(水) 
3階 日本の祭り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4号発行！ 

平成29年3月16日(木) 

～6月7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4号「テーマ：好き！」で

取り上げている本を展示。 

企画展示 大人も絵本。 
平成29年4月14日(金) 

～7月12日(水) 
1階 

何度でも読み返したくなる、大人の心に響く絵本を

はじめ、知識・外国語・愛知の作家の絵本を展示。 

企画展示 もっと知り

たいフィンランド 

 平成29年4月25日(火) 

～5月28日(日) 
1階 

愛知県美術館で開催の「フィンランド・デザイン展」

に関連して、歴史・社会・芸術・文学等様々な観点

からフィンランドについての図書を展示。 

AV室展示 小説の中の

名曲～「蜜蜂と遠雷」

より～ 

平成29年4月14日(金) 

～6月7日(水) 
AV室 

愛知県図書館の所蔵CDから、恩田陸著『蜜蜂と遠

雷』（第156回直木賞・2017年本屋大賞受賞）に登

場する曲の収録CDを展示。 

ミニ展示 作家の愛し

た温泉 

平成29年5月12日(金) 

～7月12日(水) 
3階 

温泉がテーマの文学作品、作家と温泉との関係、温

泉案内・解説などについての図書を展示。 

児童室テーマ展示 <追

悼>ディック・ブルーナ 

井上洋介 佐藤さとる ま

ついのりこ 

 平成29年5月12日(金) 

～7月12日(水) 
児童室 

平成28年以降に亡くなった著名な絵本作家、児童

文学者を追悼して彼らの作品を展示。 

児童室展示 本の帯コ

ンクール優秀作品巡回

展示 

 平成29年6月9日(金) 

～20日(火) 
児童室 

本の帯コンクール（主催 名古屋市教育委員会）の

優秀作品17点と作品の元となった図書を展示。 

社史つまみぐい展 : 

ものづくりの会社 

 平成29年6月9日(金) 

～8月9日(水) 
2階 

愛知県にあるものづくりの会社の社史のうち、物語

調になっているものや写真が多いものを展示。 

地域資料展示 昔の水

産業をみる 

 平成29年6月9日(金) 

～ 10月11日(水) 
3階 

江戸時代から戦前までの、愛知県の水産物や漁港、

市場など、水産業の様子が記された資料を展示。 

 
ミニ展示 魚を食べ

る本 

 平成29年6月9日(金) 

～ 10月11日(水) 
3階 魚に関する知識や料理本・文学などを集めて展示。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

江戸の名古屋を本でみ

る～『尾張名所図会』

などを展示しています

～ 

 平成29年6月11日(日) 

～25日(日) 
2階 

NHKブラタモリで紹介された『尾張名所図会』や江

戸の名古屋の賑わいを描いた資料を展示。 

ミニ展示 第157回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

 平成29年6月22日(木) 

～7月21日(金) 
3階 

第157回芥川賞・直木賞にノミネートされた候補者

の作品を集めて展示。 

環境の本 
 平成29年6月22日(木) 

～8月31日(木) 
児童室 

AELネット環境学習スタンプラリー開催関連企画。

自然破壊、絶滅危惧動物など環境問題をテーマにし

た絵本、児童書を展示。 

ミニ展示 将棋の世界 
 平成29年6月28日(水) 

～平成30年2月28日(水) 

1階・ 

2階 

将棋に関する本や雑誌を集めて展示・貸出。藤井聡

太四段（当時）や羽生善治竜王の直筆色紙や新聞号

外も展示。 

＠ライブラリー もの

づくり王国あいち 

 平成29年7月1日(土) 

～10月11日(水) 
県内 

県内市町村図書館との連携事業。ものづくりに関連

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PR、資料の配布などの協力を行っ

た。参加館16館、のべ20件のイベントを登録。 

企画展示 ロシアへの

想いを深める本 

 平成29年7月5日(水) 

～9月18日(月) 
1階 

愛知県美術館で開催中の展覧会「大エルミタージュ

美術館展」に合わせて、エルミタージュ美術館と、

そのコレクションの礎を築いたエカテリーナ２世

やロマノフ王朝、ロシアの歴史や文化についての図

書を展示。 

企画展示 ウナギ :ひ

つまぶしの未来を考え

る 

 平成29年7月14日(金) 

～8月9日(水) 
1階 

愛知県水産試験場と愛知県立三谷水産高等学校の

ウナギの資源保護と完全養殖化の試みを紹介する

とともに、図書館の蔵書の中から、ウナギの生態、

生産、料理、ウナギにまつわる伝説に関する資料を

展示。 

 

ウナギのおいしい

講演会 
 平成29年7月22日(土) 大会議室 

愛知県水産試験場内水面漁業研究所長と県内在住

のフードライターの講演会、愛知県立三谷水産高等

学校生徒による研究成果紹介と同校教諭の学校紹

介を開催。参加者56人。 

ウナギ本づくし ～

ブックトーク＆朗

読～ 

 平成29年7月25日(火) 
AV 

ホール 

土用の丑の日にちなんだブックトークと落語の『素

人鰻』の朗読を開催。参加者28人。 

ひでっち・まんてん

くんと聞くおはな

し会 

 平成29年7月29日(土) 児童室 

ウナギなど魚の出てくる話の本の読み聞かせ、紙芝

居を実施、その後マスコットとの撮影会。参加者 午

前・午後合わせて38人。 

ティーンズコーナー展

示 燃えよ、青春！部活

特集 

 平成29年7月14日(金) 

～9月13日(水) 
3階 

部活に役立つ本を始め、部活を舞台にしたスポーツ

小説・青春小説やノンフィクションなど部活に関わ

る図書を展示。 

ティーンズコーナー展

示 第6回てこぽん大

賞！ 

 平成29年7月14日(金) 

～9月13日(水) 
3階 

利用者が書いたおすすめ本の紹介カード（POP）と

対象図書を展示し、来館者等による人気投票を実

施。 

児童室テーマ展示 

2016年をふりかえって 

 平成29年7月14日(金) 

～9月13日(水) 
児童室 

2016年に刊行された児童書・絵本の中から選んだ名

作を展示。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

企画展示 新聞切り抜

き作品コンクール優秀

作品展 

 平成29年7月19日(水) 

～28日(金) 
1階 

中日新聞社主催「新聞切り抜き作品コンクール」の

県内の優秀作品を中心に約20点を展示するととも

に新聞に関する図書を展示。(共催：中日新聞社） 

ミニ展示 伊勢湾台風

を知る 

 平成29年9月15日(金) 

～10月11日(水) 
3階 

伊勢湾台風（1959年）や、東海豪雨（2000年）な

ど昨今の気象災害や異常気象に関する資料を集め

て展示。また、災害当時、愛知県海部事務所が撮影

した記録写真（愛知県公文書館蔵）の一部を展示。 

 

伊勢湾台風を知る

映画上映会１ 
 平成29年9月15日(金) 

AV 

ホール 

「それぞれの伊勢湾台風 証言に知るその日その

夜」（制作：2014年）を上映。参加者38人。 

伊勢湾台風を知る

映画上映会2 
 平成29年9月26日(火) 

AV 

ホール 

「愛知県政ニュース映画 伊勢湾台風特報」（制

作：昭和34年）を上映。参加者17人。 

児童室テーマ展示 ス

ポーツの本 

平成29年9月15日(金) 

～11月8日(水) 
児童室 

運動会やクラブ活動などスポーツをテーマにした

絵本と物語、各種スポーツや選手の紹介本を展示。 

 

AV 室展示 スポーツ

の音楽・フィギュア

スケートの巻 

 平成29年9月15日(金) 

～11月8日(水) 
AV室 

元フィギュアスケート選手の浅田真央さんが使用

した曲を収録したCDを展示。 

企画展示 音楽と物語

と 

 平成29年9月21日(木) 

～11月23日(木) 
2階 

愛知県芸術劇場で上演の『R.シュトラウス作曲オペ

ラ ばらの騎士』（2017年10月28/29日）に関連し

て、オペラ入門から、クラシックがテーマの音楽小

説まで、「物語（ストーリー）」をキーワードにし

て音楽の図書を展示。 

 
AV 室展示 オペラの

世界 

 平成29年9月21日(木) 

～11月23日(木) 
AV室 

「ばらの騎士」始めオペラのDVDやCDを展示。 

青少年によい本をすす

める県民運動の本 

 平成29年10月3日(火) 

～31日(火) 

3階 

児童室 

青少年によい本をすすめる県民運動（愛知県・愛知

県青少年育成県民会議主催）の強調月間（10月）に

あわせて開催。「読書感想文・感想画」の募集図書

及び「青少年のための優良図書目録」の図書のうち、

中学生・高校生向と青少年向の図書を3階ティーン

ズコーナーで、幼児向・小学生向の図書を児童室で

展示。 

ミニ展示 ノーベル文

学賞2017 

 平成29年10月6日(金) 

～11月5日(日) 
3階 

2017年ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ

氏の著作と関連資料を展示。 

ミニ展示 衆院選 思

いを託す この一票 

平成29年10月13日(金) 

～22日(日) 
4階 

10月10日（火）公示、22日（日）投開票の衆議院

総選挙に関連して、国会のしくみ、選挙制度や政党

政治に関する所蔵資料を展示。選挙管理委員会の啓

発グッズも配布。 

地域資料展示 あいち

の音楽 

 平成29年10月13日(金) 

～ 平成30年2月7日(水) 
3階 

琵琶や筝などの邦楽や、明治以降に導入された西洋

音楽・楽器製作など愛知県の音楽や楽器の製作の歴

史をふりかえる資料を展示。 

 

ミニ展示 日本の音

楽の歴史を知る本 

平成29年10月13日(金) 

～平成30年2月7日(水) 
3階 

邦楽の歴史や、明治以降の西洋音楽の導入・楽器製

造の歴史など、日本の音楽の歴史に関する資料を集

めて展示。 

AV 室展示 あいちの

調べ 

平成29年10月13日(金) 

～平成30年2月7日(水) 
AV室 

地域資料ミニ展示「あいちの音楽」で紹介される楽

器、愛知県にゆかりのある音楽等を収録したCDを

展示。 
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展 示 名 期  間 会場 内    容 

ミニ展示 江戸の大想

像力 

平成29年10月13日(金) 

～12月13日(水) 
3階 

愛知県美術館で開催の「長沢芦雪展」に関連して、

江戸時代の絵画やモード、庶民のユーモアや芸術表

現についての図書を展示。 

社史つまみぐい展 2 : 

コンビニで見かけるあ

の会社 

平成29年10月13日(金) 

～12月13日(水) 
4階 

コンビニエンスストアでみかけるような、生活に身

近な企業の社史や、関連した資料を展示。 

ミニ展示 囲碁に注

目！ 

 平成29年11月7日(火) 

～平成30年2月28日(水) 

1階・ 

2階 

囲碁に関する資料（棋士や歴史、文学など）を集め

て展示。愛知県出身の六浦雄太七段の直筆色紙も展

示。 

＠ライブラリー ウィ

ンタースポーツ 

平成29年11月10日(金) 

～平成30年2月28日(水) 
県内 

県内市町村図書館との連携事業。ウィンタースポー

ツ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PR、資料の配布などの

協力を行った。参加館20館、のべ23件のイベント

を登録。 

 
AV 室展示 銀盤を彩

る名曲 

 平成29年12月1日(金) 

～平成30年3月29日(木) 
AV室 

活躍が期待される愛知県の選手を中心に、フィギュ

アスケートの競技で使用された曲の収録CDを展示。 

児童室テーマ展示 ク

リスマスの本 

平成29年11月10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。 

 
AV 室展示 クリスマ

スの音楽 

平成29年11月10日(金) 

    ～12月27日(水) 
AV室 

クリスマスにちなんだ曲を収録したCDを、様々な

ジャンルから選び展示。 

AV 室展示 映画の中の

名曲～ジョン・バリー

の調べ～ 

平成29年12月15日(金) 

   ～27日(水) 
AV室 

12月の名画鑑賞会で上映する映画「冬のライオン」

の音楽でアカデミー賞作曲賞を受賞したジョン・バ

リーの音楽を収録したCDを展示。 

ミニ展示 鉄道物語

2018 

平成29年12月15日(金) 

～平成30年2月28日(水) 
3階 

鉄道についての図書を、文学や芸術、観光、歴史な

どの分野から集めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 頑張れ！

受験生2018 

平成29年12月15日(金) 

～平成30年2月28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。 

ミニ展示 第 158 回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

平成29年12月22日(金) 

～平成30年1月21日(日) 
3階 

第158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。 

「あいちトリエンナー

レ2019」シンポジウム

『日本の現代美術と芸

術祭』関連展示 

平成29年12月23日(土) 

～平成30年1月21日(日) 

1階・ 

4階 

平成30年1月21日開催の「あいちトリエンナーレ

2019」シンポジウム『日本の現代美術と芸術祭』に

関連して、あいちトリエンナーレ2019芸術監督の

津田大介氏と松岡正剛氏に関する図書を展示。 

児童室テーマ展示 干

支の本 いぬ 

 平成30年1月5日(金) 

 ～2月28日(水) 
児童室 

今年の干支「戌」（いぬ）に関する児童書や絵本を

集めて展示。 

AV 室展示 映画の中の

名曲≪未完成交響楽≫ 

 平成30年1月5日(金) 

～25日(木) 
AV室 

１月の名画鑑賞会で上映する映画「未完成交響楽」

にちなみ、フランツ・シューベルト作曲の交響曲や

歌曲を収録したCDを展示。 

企画展示 あいちの生

んだ文学賞三人展 

 平成30年1月12日(金) 

～2月28日(水) 
2階 

新たな文学ジャンルの３人の開拓者―江戸川乱歩

（推理小説）、城山三郎（経済小説）、新美南吉（童

話文学）―の作品と、その名前を冠した文学賞の受

賞作を展示。 

 
AV 室展示 あいちの

文学・三人を聴く 

 平成30年1月12日(金) 

～2月28日(水) 
AV室 

江戸川乱歩、城山三郎、新美南吉の作品の朗読CD

などを展示。 
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児童室テーマ展示 探

偵、謎解きの本 

平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
児童室 

名探偵が登場する話や子どもたちの謎解きなど、ど

きどきしながら楽しめる本を展示。クイズも実施。 

 
《シャーロック・ホ

ームズ》を聴く 

 平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
AV室 

「シャーロック・ホームズ」シリーズの朗読CDを

展示。 

ミニ展示 読書のバリ

アフリー～ひとりひと

りの読書のかたち～ 

 平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
1階 

バリアフリーコーナー開設にあわせ、聞きながら読

める電子図書、やさしく読める本、点字付き絵本な

どを展示。 

 

体験してみよう 

読みにくいってど

んなこと？ 

 平成30年3月21日(水) 1階 

読書のバリアフリーに取り組む2人の講師を迎え、

ロービジョンなどの障害をこえて広がる本の世界

を、クイズや体験をまじえて紹介。参加者23人。 

 

児童室テーマ展示 探

偵、謎解きの本 

平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
児童室 

名探偵が登場する話や子どもたちの謎解きなど、ど

きどきしながら楽しめる本を展示。クイズも実施。 

 
《シャーロック・ホ

ームズ》を聴く 

 平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
AV室 

「シャーロック・ホームズ」シリーズの朗読CDを

展示。 

ミニ展示 読書のバリ

アフリー～ひとりひと

りの読書のかたち～ 

 平成30年3月16日(金) 

～5月9日(水) 
1階 

バリアフリーコーナー開設にあわせ、聞きながら読

める電子図書、やさしく読める本、点字付き絵本な

どを展示。 

 

体験してみよう 

読みにくいってど

んなこと？ 

 平成30年3月21日(水) 1階 

読書のバリアフリーに取り組む2人の講師を迎え、

ロービジョンなどの障害をこえて広がる本の世界

を、クイズや体験をまじえて紹介。参加者23人。 

 

展 示 名 期  間 会場 内    容 

企画展示 起業を応援

します2018 

 平成29年1月12日(金) 

～2月28日(水) 
4階 

起業の方法や、体験等を記した図書や社史と、日本

政策金融公庫作成の起業に関するパネルなどを展

示。（共催：（株）日本政策金融公庫） 

 

次世代起業家応援

セミナー in 愛知

県図書館 ～自分

らしく輝き続ける

ために今からでき

ること～ 

 平成30年2月10日(土) 大会議室 

ゴスペルグループ代表の河原美由紀氏の体験を踏

まえた起業に関する講演会。途中にグループの歌唱

や来場者参加のパフォーマンス。その後、共催機関

の施策案内や交流会。参加者101人。 

パネル展示：二度目の

旅は図書館から「魅力

対決！豊橋VS田原」in 

県図書 

 平成30年2月1日(木) 

～28日(水) 
1階 

平成28年度、豊橋市図書館と田原市図書館が協働

して行った「魅力対決！豊橋VS田原」のパネル展

示。東三河総局等の協力により「東三河の春」をテ

ーマに、東三河８市町村の観光情報のパンフレット

なども配布。 

 

“民話”の宝庫を歩

く！－あなたの知

らない東三河の楽

しみ方－ 

 平成30年2月24日(土) 
AV 

ホール 

中京テレビアナウンサーによる民話紹介サイト『朗

読シアター』から東三河の民話の上映と、童話作家

の平松哲夫さんが語る民話の世界を楽しむトーク

イベントを開催（共催：中京テレビ放送株式会社）。

参加者26人。 

ライブラリー･トー

ク「魅力対決！豊橋

VS田原」in 県図書 

 平成30年2月25日(日) 
AV 

ホール 

豊橋市図書館と田原市図書館司書による、両市の紹

介と旅への誘いをテーマとしたトークイベントを

開催。参加者25人。 

ミニ展示 冬季オリン

ピックを 10 倍楽しく

観る 

 平成30年2月2日(金) 

～28日(水) 
1階 

平昌(ピョンチャン)オリンピック開催を記念し、冬

季オリンピックや各種競技についての本、メダリス

トの伝記やエッセイ、開催地の韓国を紹介する本を

展示。 

地域資料展示 近代あ

いちの建造物 

 平成30年2月9日(金) 

～6月13日(水) 
3階 

明治元年（1868年）から150年の節目の年であるこ

とにちなみ、今回の展示では、明治以降戦前までに

建てられた建造物の数々が掲載されている写真帖

や絵葉書などの所蔵資料を展示。 

 
ミニ展示 近代建築

を知る本 

 平成30年2月9日(金) 

～6月13日(水) 
3階 

日本の近代建築の歴史の本や、明治以降に建てられ

た洋館や学校、駅舎などの写真集を集め展示。 

ミニ展示 難病を読む 
平成30年2月9日(金) 

～28日(水) 
4階 

2月28日が「RDD2018（世界希少・難治性疾患の日）」

であることをふまえ、難病啓発に関連する図書等を

展示。 

囲碁将棋の世界 
平成30年3月16日(金)

～ 
1階 

囲碁・将棋に関する本や雑誌を集めて展示・貸出。

将棋では藤井聡太六段（当時）、囲碁六浦雄太七段

の色紙、新聞号外も展示。 
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２ その他の企画（10 回 参加者：延べ 335 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

平成29年 

7月27日(木) 
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。カ

ウンターでの貸出・返却や、書架の整とん、ブッカー貼

りを行った。参加者10人 

としょかんで「天気」

についてしらべよう！ 

小学4～6年生 

平成29年 

7月28日(金) 
児童室 

テーマは「天気」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10人。 

としょかんの中をたん

けんしよう！ 

 小学生 

平成29年7月30日

(日)､8月2日(水) 
館内 

夏休み期間に、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。参加者 47 人（付添含

む）。 

 

 

 

バイオカフェ in 愛知

県図書館 第１回 
平成29年 

10月28日(土) 

 

 

 

中会議室 

 

講師と参加者がバイオについて語り合うイベント。 

第１部「愛知県農総試における野菜の品種育成～個性あ

ふれる愛知生まれの野菜たち～」（講師： 愛知県農業総

合試験場園芸研究部野菜研究室長 大藪哲也氏）参加者

16人。 

第２部「ゲノムデザインでエネルギー作物をつくる～育

種にイノベーションを起こしたDNA情報～」（講師：名古

屋大学生物機能開発利用研究センター准教授 佐塚隆志

氏）参加者 16 人。（共催：NPO 法人くらしとバイオプラ

ザ21） 

秋の図書館探検ツアー 

一般(中学生以上) 

平成29年 

11月2日(木) 

4日(土) 

館内 

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。参加者25人。 

図書館講演会「岩瀬文

庫と市民ボランティ

ア」 

平成30年 

１月13日(土) 
大会議室 

愛知図書館協会と共催。岩瀬文庫学芸員及びボランティ

アの方々による、文化施設と市民ボランティアとの関係

を考える講演会。要約筆記あり。参加者79人。 

バイオカフェ in 愛知

県図書館 第２回 

平成30年 

3月17日(土) 

1階 

(Yotteko) 

1 階エントランスのリニューアル記念イベントとして開

催。 

第１部「新しい品種改良技術により広がるトマトの可能

性」（講師：筑波大学生命環境系教授 江面浩氏）参加

者28人（見学者含む）。 

第２部「新しい花の作り方—花の種苗会社のお仕事—」（講

師：福花園種苗株式会社ガーデン商品課主任 北川雄貴

氏）参加者22人（見学者含む）。（共催：NPO法人くら

しとバイオプラザ21） 

あなたの“愛”をラッ

プで伝えてみよう！ 

平成30年 

3月18日(日) 

1階 

(Yotteko) 

1 階エントランスのリニューアル記念イベントとして開

催。中京テレビ稲村沙綾アナウンサーと地元ラッパーＰ

ＯＮ万次郎さんの朗読バトルや、人気ラッパー晋平太さ

んの指南により図書館職員が図書館への愛を、会場の高

校生が友達への愛をラップにして披露した。（共催：中

京テレビ放送株式会社）観覧者82名。 

てこぽん 通年 3階 

利用者が投稿したおすすめ本の紹介カード（POP）をティ

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41枚。

来館者等の人気投票で決める「 第6回てこぽん大賞！」

を実施。投票数35票。 
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３ 名画鑑賞会（25 回 入場者：延べ 1,560 人 会場：1 階ＡＶホール） 
 

 
 

４ 児童図書室行事（58 回 参加者：延べ 750 人） 

 
 

1～4 実施事業合計 162 回 

開　催　日 上映作品名 開　催　日 上映作品名

平成29年

4月20日(木)、23日(日)

5月18日(木)、21日(日) みつばちの大地 11月16日(木)、19日(日) 断崖

6月15日(木)、18日(日)
ウ ェ デ ィ ン グ ・ バ ン
ケット

12月21日(木)、24日(日) 冬のライオン

平成30年

1月18日(木)、21日(日)

8月17日(木)、20日(日) お引越し      2月15日(木)、18日(日) シャレード

3月22日(木)、23日(金)、

              25日(日)
9月21日(木)、24日(日) オフサイド・ガールズ おくりびと

陽のあたる場所 10月19日(木)、22日(日) ミツバチのささやき

7月20日(木)、23日(日) 僕の村は戦場だった 未完成交響楽

行　事　名 開　催　日 会場 内　　　容

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））

1日2回×23日　参加者延べ565人

工作 平成29年4月29日(土) 児童室

子ども読書の日記念行事として、表紙カ
バーで手提げバッグを作る工作教室「作っ
てみよう 表紙カバーがバッグに変身！」
を開催。 1日 2回 参加者 18人（同伴者含
む）。

おたのしみ会
平成29年8月3日(木)、
8月4日(金)、 12月 26日
(火)

児童室

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、夏は実験と工作、冬はおはなし会
と工作。1日2回×3日　参加者延べ90人。

大人のための
お話会

平 成 29 年 10 月 28 日
(土)、平成30年 2月 3日
(土)

AV
ホール

大人を対象としたストーリーテリング、朗
読などを実施。参加者36人。

あかちゃん向
けおはなし会

平成30年2月28日(水)、
3月28日(水)

児童室
赤ちゃん（０～２歳児）向け。わらべう
た、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを実
施。参加者41人。

おはなし会

平成29年4月から平成30
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)。

児童室


