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回数 開催日 内容
参加者(うち市町
村立図書館職員)

第１回 5月10日 「2017年障害者サービス担当職員養成講座」報告 69人(11名）

第２回 9月13日
名古屋市図書館と学校の連携・協力について
愛知県図書館の県立学校への協力貸出について

53名(7名）

第３回 10月11日
「あいち文化芸術振興計画2022～文化芸術の力で心豊かな
県民生活と活力ある愛知の実現をめざして」について 40名

第４回 12月13日
愛知県情報公開条例について
情報公開制度を知るためのブックガイド

60名

第５回 1月10日
認知症について
愛知県図書館における認知症対応について

57名(4名）

第６回 2月14日
図書館での展示における効果的な広報テクニック
について

62人(13人)

第７回 3月13日
今日から始める障害のある方への接客・きほんの
「き」～劇場職員セミナー2019からの報告

56人(5人)
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Ⅴ 実施事業一覧 
１ 展示及び関連講演会等（57回 参加者：延べ441人） 

展 示 名 期  間 会場 備  考 

明治150年企画 明治

維新のふるさとを訪ね

て 

平成30年3月16日(金) 

～6月13日(水) 
2階 

かつて「薩長土肥」と呼ばれていた現在の鹿児島県、

山口県、高知県、佐賀県の歴史や文化、観光などに関

する資料を展示。また、4県の観光案内パンフレット

を配布。 

明治150年企画 明治

の教科書 

平成30年3月16日(金) 

～6月13日(水) 
2階 

当館所蔵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。 

明治150年企画 明治

の光と影～明治の乱・

事件／明治の青春～ 

平成30年3月16日(金) 

～6月13日(水) 
3階 

「乱・事件」「青春」をキーワードに、西郷隆盛や西

南戦争などの歴史、明治の文学や明治時代を描いた小

説などを集めて展示。 

 
講演会 明治150年

と明治村 
平成30年6月2日(土) 

AV 

ホール 

博物館明治村の施設紹介と観光案内を、明治150 

年に関連づけて講演。講師 中野裕子氏（博物館明 

治村主任学芸員）。参加者82人。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 Ａ・Ｌ・Ｃ

あるく第5号発行！ 

平成30年3月16日(金) 

～6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5号「テーマ：働く！」で取り

上げている本を展示。 

児童室展示 本の帯コ

ンクール優秀作品巡回

展示 

平成30年5月11日(金) 

～20日(日) 
児童室 

平成29年度本の帯コンクール（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。 

児童室テーマ展示 ワ

ールドカップ2018開

催地 ロシアってどん

な国？ 

平成30年5月11日(金) 

～7月11日(水) 
児童室 

FIFAワールドカップ2018開催地のロシアについて、

歴史や文化を紹介した本や、昔話・民話などの絵本・

児童書を展示。 

児童室展示 追悼かこ

さとしさん 

平成30年5月11日(金) 

～7月11日(水) 
児童室 

平成30年5月2日に亡くなった絵本作家・紙芝居作

家・児童文化研究者のかこさとしさんを悼み、著者の

作品と関連図書を展示。 

企画展示 新聞切り抜

き作品コンクール優秀

作品展 

平成30年6月15日(金) 

～7月1日(日) 
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 25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） 

 

特別教室 楽しく学

べる 新聞活用講

座 

平成30年6月30日(土) 
1階 

(Yotteko) 

新聞についてゲームをしながら楽しく知ることがで

きる講座を開催。参加者33人。（主催：中日新聞社） 

企画展示 カフェをめ

ぐる冒険 

平成30年6月15日(金)

～8月8日(水) 
1階 

喫茶店やカフェという場を、文化史、歴史、文学、美

術などさまざまな観点から紹介する展示。 

明治150年企画 産業

遺産を訪ねる 

 平成30年6月15日(金) 

～9月12日(水) 

1階・ 

2階 

明治以降の近代産業の発展の礎となった県内の産業

遺産を中心に関連資料を展示するとともに、各地の産

業遺産や観光パンフレットを配布。 

＠ライブラリー 高校

スポーツ 

平成30年6月30日(土)

～10月10日(水) 
県内 

県内市町村図書館との連携事業。高校スポーツに関連

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24館、のべ26件のイベントを登録。 

ミニ展示 第159回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

 平成30年7月3日(火) 

～8月8日(水) 
3階 

第159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。 

地域資料展示 近代愛
知のものづくり展 

平成30年7月13日(金) 

  ～9月12日(水) 
2階 

愛知県の製造業発展の歴史を紹介するため、当館初 

公開の貴重な近代産業関係資料を中心に展示。 
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展 示 名 期  間 会場 備  考 

明治150年企画 企画

展示 戦国合戦と刀剣 

平成30年7月13日(金)

～9月12日(水) 
3階 

戦国合戦や武具についての図書、刀剣をテーマとした

物語（時代小説・剣豪小説）を展示。 

 
講演会 徳川美術館

の名刀探訪 
平成30年8月4日(土) 大会議室 

徳川美術館で開催の特別展「名刀紀行－五箇 

伝巡り－」と、本館企画展示「戦国合戦と刀剣」を関

連させた講演。講師 並木昌史氏（徳川美術館学芸員）。

参加者62人。 

ティーンズコーナー展

示 中学生はこれを読

め！ 

 平成30年7月13日(金) 

～8月31日(金) 
3階 

愛知県書店商業組合が実施する中学生フェア「第13

回本屋のオヤジのおせっかい 中学生はこれを読

め！」で配布される「100選リスト」から抜粋された

「朝の読書版 これ読め30冊」にある図書を展示。 

ティーンズコーナー展

示 何する？どこ行

く？夏休み!! 

 平成30年7月13日(金) 

～9月12日(水) 
3階 

スポーツを始め、宿題やレジャーなど、中高生の夏休

み中の活動を応援する本を展示。 

ティーンズコーナー展示 

第7回てこぽん大賞！ 

 平成30年7月13日(金) 

～9月12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。 

企画展示 豊川用水通

水 50 周年記念パネル

展示 

平成30年7月13日(金) 

～9月12日(水) 

 

1階 

 

 

豊川用水通水50周年を記念し、パネルを展示すると

ともにパンフレットを配布。 

児童室テーマ展示 

2017年をふりかえって

～昨年出版されたおす

すめの子どもの本～ 

平成30年7月13日(金) 

～9月12日(水) 
児童室 

2017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 追悼 さくら

ももこ展 

 平成30年9月4日(火) 

～10月10日(水) 
1階 

『ちびまるこちゃん』で知られる漫画家さくらももこ

さんを悼み、さまざまな著作を展示。 

児童室テーマ展示 いわ

さきちひろ生誕100年 

平成30年9月14日(金) 

～11月7日(水) 
児童室 

童画家・絵本作家いわさきちひろの生誕100年を記念

して著者の作品を展示。 

やきものの産地(ふる

さと)を巡る 

平成30年9月14日(金) 

～平成31年2月27日(水) 

1階・ 

2階 

瀬戸・常滑をはじめ、全国各地の陶磁器など、やきも

のの歴史文化に関する資料を展示。また、全国各地の

やきもの祭りとやきもの関連施設や観光案内パンフレ

ットを配布。 

災害と防災－過去の災

害から学び、未来に備

え、今できること－ 

平成30年9月14日(金) 

～11月7日(水) 
1階 

愛知県で過去に起きた災害に関係する資料と地震や

気象、防災に関する資料を展示。 

 

講演会 過去から

学び、いまを知り、

将来の南海トラフ

巨大地震に備える 

 

平成30年10月20日(土) 

 

AV 

ホール 

当館の展示「災害と防災－過去の災害から学び、未来

に備え、今できること－」の関連企画として名古屋大

学減災連携研究センター 特任准教授 倉田和己氏に

よる講演会を開催。参加者30人。 

地域資料展示 愛知

の自然災害史展 

平成30年9月14日(金) 

～ 11月7日(水) 
2階 

近世・近代において愛知県地域に多大な被害をもたらし

た風水害や濃尾地震などの記録、当時の写真を展示。 

児童・ティーンズ展示 

青少年によい本をすす 

める県民運動の本 

 

平成30年10月2日(火) 

    ～11月7日(水) 

 

 

1階 

 

青少年によい本をすすめる県民運動（主催：愛知県・

愛知県青少年育成県民会議）の強調月間（10月）に

あわせて、「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」の図書を展示。 

 図書館講演会 平成30年11月11日(日) 大会議室 

愛知県書店商業組合 理事長 春井宏之氏の講演「ＡＩ

時代にこそ、活きる読書」と職員によるティーンズコ

ーナーの紹介「ティーンズコーナーってこんなとこ」。参加者

49人。（共催：愛知県県民文化部社会活動推進課） 
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展 示 名 期  間 会場 備  考 

明治150年企画 企画
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ーナーの紹介「ティーンズコーナーってこんなとこ」。参加者

49人。（共催：愛知県県民文化部社会活動推進課） 

- 13 - 
 

展 示 名 期  間 会場 備  考 

ミニ展示 本庶佑氏 ノ

ーベル医学生理学賞受

賞記念展示 

 平成30年10月2日(火) 

～平成31年1月9日(水) 
1階 

 

2018年のノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑氏

の著作、がん免疫療法に関連する資料を展示。 

企画展示 あいちの祭

り 

平成30年10月12日(金) 

   ～11月7日(水) 
1階 

ものづくり王国あいちにまつわる祭りを中心にパネ

ル、資料を展示。 

東三河コーナー展示 

星のまちへようこそ 

平成30年10月12日(金) 

～平成31年1月9日(水) 
1階 

愛知県の星空の聖地“奥三河”を観光ポスター、観光

パンフレット、関連イベントなどで紹介。 

 

愛知県図書館で星

座観察をしてみよ

う! 

 

平成30年12月9日(日) 

 

AV室 

「星のソムリエ」による星座案内と、奥三河星座早見

盤の工作、作った早見盤を使っての星空観察を模擬体

験するワークショップ。参加者20人。 

企画展示 愛知のやき

もの 

平成30年11 月9日(金) 

～平成31年2月27日(水) 
1階 

古窯及び「あいちの伝統的工芸品及び郷土伝統工芸

品」となっているやきものを中心とした県内の陶磁器

の歴史､文化、産地に関する図書などを展示。 

 

講演会 愛知のや

きもの－収蔵品を

語る－ 

 平成31年1月26日(土) 
AV 

ホール 

瀬戸市美術館長 服部文孝氏と愛知県陶磁美術館学芸

課長 佐藤一信氏の両名による、あいちの焼き物文化

についてのダブル講演。参加者41人。 

地域資料展示 愛知

の陶磁器産業史 

 平成30年11月9日(金) 

～平成31年2月27日(水) 
2階 

瀬戸焼や常滑焼など近世・近代のやきもの製造の様子

が窺える資料を展示し、愛知県における陶磁器産業発

展の歴史を紹介。 

企画展示 やきもの産

業あれこれ 

平成30年11月9日(金) 

～平成31年2月27日(水) 
4階 

食器、衛生陶器や建設資材に代表されるセラミックス

製品に加え、ファインセラミックスの他分野への応用

に関する資料などを展示。 

 

やきもの産業ミニ

トーク 日本の瓦の

歴史と三州瓦の発
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平成30年12月1日(土) 

 

1階 

(Yotteko) 
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リスマスの本 

平成30年11月9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 野球選手の

本棚：根尾昂から大谷

翔平まで 

平成30年11月20日（金) 

～平成31年1月9日(水) 
1階 

野球選手の根尾昂さんの愛読書が話題となり、また球

界では読書家と呼ばれる人が多くいることから、その

愛読書や推薦図書の一部を展示。 

ミニ展示 決めるのは 

あなたの一票 知事選

挙 

平成30年12月14日(金) 

～平成31年2月3日(日) 
1階 

平成31年1月17日（木）告示、2月3日（日）投開

票の愛知県知事選挙に関連して、選挙制度、地方自治

や知事の仕事に関する所蔵資料を展示。 

ティーンズコーナー 

ミニミニ展示 頑張

れ！受験生2019 

平成30年12月14日(金) 

～平成31年2月27日(水) 
3階 

受験に役立つ本や、健康管理の本、息抜きできる本な

どを集めて展示。 

ミニ展示 第 160 回芥

川賞・直木賞候補作家

たち 

平成30年12月21日(金) 

～平成31年2月13日(水) 
3階 

第160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。 
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展 示 名 期  間 会場 備  考 

児童室テーマ展示 干

支 亥 いのししの本 

平成31年1月5日(土) 

～2月27日(水) 
児童室 

今年の干支 亥(いのしし)に関する児童書や絵本を

集めて展示。 

ティーンズコーナーミ

ニミニ展示 祝成人 

若い人に贈る読書のす

すめ2019 

 平成31年1月11日(金) 

～2月13日(水) 
3階 

読書推進運動協議会が成人式・卒業式など新たな人生

の一歩を踏み出す若い人に紹介する本や、民法改正に

より2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ

ることにちなみ、「18歳成人」や「大人になること」

について考える本等を展示。 

企画展示 地域から見

る 明治150年を支え

た愛知のものづくり 

～知多半島地域を中心

に～ 

 平成31年1月11日(金) 

～2月27日(水) 
1階 

 

知多半島地域を中心としたものづくりの資料とパネ

ルを展示するとともに、観光案内パンフレットを配

布。 

企画展示 起業を応援

します in 愛知県図書

館 

 平成31年1月11日(金) 

～2月27日(水) 
1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：日本政策金融公庫） 

 

起業セミナー 落語

で学ぶ！ゆるく始

めて長ーく続ける

商売の極意～笑っ

て夢を叶えよう～ 

平成31年2月9日(土) 大会議室 

 

名古屋出身の落語家であり、駄菓子屋バーを経営す

る、雷門福三師匠による講演＆落語。参加者53人。 

二度目の旅は図書館か

ら 蒲郡－海辺のまち

の戦国時代－ 

 平成31年1月11日(金) 

～2月27日(水) 
1階 

海辺の小さなまち―蒲郡―で起こった戦国時代の動

乱を、蒲郡市図書館製作パネルや関連資料の展示で紹

介。あわせて蒲郡市の観光情報も提供。 

 

ライブラリートー

ク 『蒲郡市史』で

読み解く戦国時代 

平成31年2月16日(土) 
AV 

ホール 

蒲郡市立図書館司書によるライブラリートーク。海辺

の小さな町に起きた、戦国期の動乱を『蒲郡市史』を

使ってひもとく。参加者35人。 

ミニ展示 難病を読む 

 

平成31年2月15日(金)

～27日(水) 
1階 

2月28日が「RDD2019（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。 

ミニ展示 白血病を読

む 

平成31年2月15日(金)

～27日(水) 
1階 

 
白血病に関する図書、闘病記を展示。 

企画展示 新聞切り抜

き作品コンクール優秀

作品展 

平成31年3月15日(金) 

～4月3日(水) 
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 25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） 

 
新聞切り抜き作品

教室 
平成31年3月24日(日) 中会議室 

新聞記事を使った新聞切り抜き作品教室を開催（主

催：中日新聞社 共催：愛知県図書館）。参加者2組。 

 

２ 連続講座、シリーズ企画 

ア 愛知県美術館学芸員による連続講座 美術と文学（4回 参加者：181人） 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第1回 

レーピンと19世紀ロシアの作家たち 
平成30年6月22日（金） 

1階 

(Yotteko) 

講師 古田浩俊氏(愛知県美術館 

副館長)。参加者40人。 

第2回 

ムンクとイプセンの戯曲『幽霊』 
平成30年8月24日（金） 

1階 

(Yotteko) 

講師 深山孝彰氏(愛知県美術館 

美術課長)。参加者35人。 

第3回 

マルセル・デュシャンの図書館 
平成30年10月26日（金） 

1階 

(Yotteko) 

講師 南雄介氏（愛知県美術館館

長）。参加者51人。 
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行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第4回 

辻邦生とその周辺 
平成30年12月21日（金) 

1階 

(Yotteko) 

講師 拝戸雅彦氏(愛知県美術館 

企画業務課長)。参加者55人。 

 関連展示 美術小説宣言！：文学に

描かれたアート 

平成30年10月12日（金）

～平成31年1月9日（水） 
1階 

講座に関係する図書と、アートが

テーマの文学作品を展示。 

 

イ 作ってみよう！シリーズ（4回 参加者：59人）  

 

ウ いきもの教室（3回 参加者：53人、親子10組） 

 

エ 健康講座（5回 参加者：84人） 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第1回 

作ってみよう！読書手帳 
平成30年4月15日（日） 

1階 

(Yotteko) 

読んだ本の記録を残せる読書手帳

を作成。参加者19人。 

第2回 

作ってみよう！母の日・父の日カード 
平成30年5月12日（土） 

1階 

(Yotteko) 

母の日、父の日におくる、手づく

りカードを作成。参加者20人。 

第3回 

作ってみよう！クリスマスリース 
平成30年11月18日（日） 

1階 

(Yotteko) 

紙ひもをリボンや木の実でかざり

クリスマスリースを作成。参加者10人。 

第4回 

作ってみよう！イノシシのねんどざいく 
平成30年12月16日（日） 

1階 

(Yotteko) 

紙ねんどで干支のイノシシを作

成。参加者10人。 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第1回 

名古屋城外堀ヒメボタルとみんな 
平成30年4月22日(日) 児童室 

講師 安田和代氏(名古屋城外堀ヒ

メボタルを受け継ぐ者たち 代

表)。参加者19人。 

第2回 

骨格からトリケラトプスを知ろう！―

ホネホネワークショップ― 

平成30年7月29日(日） 
AV 

ホール 

講師 藤原慎一氏（名古屋大学博物

館 助教）。参加者親子10組。 

第3回 

めざせ！メダカ博士―メダカ飼育係さ

んの出前講座 

平成30年9月22日(土） 
1階 

(Yotteko) 

講師 水野展敏氏（東山動物園 飼

育第二係技能長）。参加者34人。 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第1回こどもの健康講座「幼児期の歯の

健康 親子で歯みがき！」 
平成30年6月9日（土） 

1階 

(Yotteko) 

講師 小栗智江氏(愛知県健康福祉

部健康対策課)。参加者17人。 

第 2 回こどもの健康講座「親子で楽し

く学ぶ 冬の感染症予防」 
平成30年11月10日（土） 児童室 

講師 九澤沙代氏(愛知県健康福祉

部児童家庭課)。参加者17人 

第 1 回「あいち健幸社会」セミナー講

演会「住み慣れた地域で暮らし続ける

ために－地域包括ケアの推進－」 

平成30年11月22日（木） 
1階 

(Yotteko) 

講師 平野礼氏、山下智子氏（愛知

県健康福祉部地域包括ケア・認知

症対策室）。参加者19人。 

 
関連展示 長寿社会の”これから”

に備える基礎知識 

平成30年10月12日（金）

～12月12日（水） 
4階 

認知症、在宅介護、年金、介護保

険など長寿社会の気になるあれこ

れを解決する資料を展示。 
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オ リベラルアーツカフェ（4回 参加者：199人） 

 

３ その他の企画（9回 参加者：延べ155人）（2月末現在） 

行 事 名・対 象 開 催 日 会場 備  考 

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 30 年 7 月 26 日

(木)、27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。

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23人。 

としょかんの中をたん

けんしよう！ 

小学生 

平成 30 年 7 月 28 日

(土)､8月1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69人（付添

含む）。 

バイオカフェ in 愛知 

県図書館 第3回 

平成30年 

10月21日(日) 

1階 

(Yotteko) 

講師と参加者がバイオについて語り合うイベント。 

「ゲノム編集で新しいタイ・フグを作る」（講師：京都

大学 農学研究科 助教 木下政人氏）参加者32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30年10月28日 

（日)、11月9日（金） 
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17人。 

手に取る書庫内図書ツ

アー 

平成31年 

2月24日（日） 

書庫・

中会議室 

普段は入れない書庫内の本を手に取って、お気に入り

の1冊を見つけてもらうもの。見つけた本を参加者同

士で紹介。参加者11人 

  

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第2回「あいち健幸社会」セミナー「な

んでも だれでも がん相談会 at

図書館」 

平成31年1月25日（金） 
1階 

(Yotteko) 

相談員 三浦なつ子氏、稲垣民子氏

(公立陶生病院がん相談支援セン

ター)。参加者22人。 

 
関連展示 がんを知る がんとつ

きあう 

平成 31年 1月 11日（金）

～2月27日（水） 
4階 

がんとは何か、治療法、退院後の

生活など、患者やその周囲の人た

ちの不安を解消する資料を展示。 

第3回こどもの健康講座「大丈夫？こ

んなところに危険がいっぱい！」 
平成31年2月23日（土） 児童室 

新美志帆氏(あいち小児医療総合

センター保健室)。参加者9人。 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第１回 

大規模災害 そのとき子どもたちの命

を守るには？～これを知っていれば大

丈夫～ 

平成30年9月14日(金) 
1階 

(Yotteko) 

講師 清水宣明氏(愛知県立大学 

看護学部 教授) 。参加者33人。 

第2回 

図書館で能と出会う 
平成30年11月29日(木) 

1階 

(Yotteko) 

出演 辰巳満次郎氏(シテ方宝生流

能楽師)、野住智恵子氏(コンテン

ツ・プロデューサー)。参加者 68

人。 

第3回 

近代愛知ものづくり事始め 
平成30年12月4日(火) 

1階 

(Yotteko) 

講師 中島茂氏(愛知県立大学 教

授)。参加者33人 

 
第 2回・第 3回リベラルアーツカ

フェ関連展示 

平成30年11月9日(金)  

～12月12日(水)  

1階 

(Yotteko) 

第2回、第3回それぞれのテーマ

に関連した資料を展示。 

第4回 

リトアニアとイスラエルから見た「命のヴ

ィザ」：杉原千畝研究の最先端 

平成31年3月15日（金） 
1階 

(Yotteko) 

講師 稲葉千晴氏(名城大学 教

授)。参加者65人 

 
第 4 回リベラルアーツカフェ関連

展示 

平成31年2月15日(金) 

～ 3月15日(金) 

1階 

(Yotteko) 

杉原千畝に関する資料、講師著書

等を展示。 
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オ リベラルアーツカフェ（4回 参加者：199人） 

 

３ その他の企画（9回 参加者：延べ155人）（2月末現在） 

行 事 名・対 象 開 催 日 会場 備  考 

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 30 年 7 月 26 日

(木)、27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。

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23人。 

としょかんの中をたん

けんしよう！ 

小学生 

平成 30 年 7 月 28 日

(土)､8月1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69人（付添

含む）。 

バイオカフェ in 愛知 

県図書館 第3回 

平成30年 

10月21日(日) 

1階 

(Yotteko) 

講師と参加者がバイオについて語り合うイベント。 

「ゲノム編集で新しいタイ・フグを作る」（講師：京都

大学 農学研究科 助教 木下政人氏）参加者32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30年10月28日 

（日)、11月9日（金） 
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17人。 

手に取る書庫内図書ツ

アー 

平成31年 

2月24日（日） 

書庫・

中会議室 

普段は入れない書庫内の本を手に取って、お気に入り

の1冊を見つけてもらうもの。見つけた本を参加者同

士で紹介。参加者11人 

  

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第2回「あいち健幸社会」セミナー「な

んでも だれでも がん相談会 at

図書館」 

平成31年1月25日（金） 
1階 

(Yotteko) 

相談員 三浦なつ子氏、稲垣民子氏

(公立陶生病院がん相談支援セン

ター)。参加者22人。 

 
関連展示 がんを知る がんとつ

きあう 

平成 31年 1月 11日（金）

～2月27日（水） 
4階 

がんとは何か、治療法、退院後の

生活など、患者やその周囲の人た

ちの不安を解消する資料を展示。 

第3回こどもの健康講座「大丈夫？こ

んなところに危険がいっぱい！」 
平成31年2月23日（土） 児童室 

新美志帆氏(あいち小児医療総合

センター保健室)。参加者9人。 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第１回 

大規模災害 そのとき子どもたちの命

を守るには？～これを知っていれば大

丈夫～ 

平成30年9月14日(金) 
1階 

(Yotteko) 

講師 清水宣明氏(愛知県立大学 

看護学部 教授) 。参加者33人。 

第2回 

図書館で能と出会う 
平成30年11月29日(木) 

1階 

(Yotteko) 

出演 辰巳満次郎氏(シテ方宝生流

能楽師)、野住智恵子氏(コンテン

ツ・プロデューサー)。参加者 68

人。 

第3回 

近代愛知ものづくり事始め 
平成30年12月4日(火) 

1階 

(Yotteko) 

講師 中島茂氏(愛知県立大学 教

授)。参加者33人 

 
第 2回・第 3回リベラルアーツカ

フェ関連展示 

平成30年11月9日(金)  

～12月12日(水)  

1階 

(Yotteko) 

第2回、第3回それぞれのテーマ

に関連した資料を展示。 

第4回 

リトアニアとイスラエルから見た「命のヴ

ィザ」：杉原千畝研究の最先端 

平成31年3月15日（金） 
1階 

(Yotteko) 

講師 稲葉千晴氏(名城大学 教

授)。参加者65人 

 
第 4 回リベラルアーツカフェ関連

展示 

平成31年2月15日(金) 

～ 3月15日(金) 

1階 

(Yotteko) 

杉原千畝に関する資料、講師著書

等を展示。 
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行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

新聞活用講座 データ

ベースで新聞記事を探

そう 

平成31年 

  3月23日（土） 
2階 

新聞記事データベース「朝日新聞 聞蔵Ⅱビジュア

ル」と「中日新聞・東京新聞記事データベース」の

基本的な使い方をわかりやすく紹介。参加者3人 

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7回て

こぽん大賞！」を実施。投票数44票。 

 

４ 名画鑑賞会（25回 入場者：延べ 1,570人 会場：1階ＡＶホール） 

開 催 日 上映作品名 開 催 日 上映作品名 

平成30年 

4月19日(木)、22日(日) 

マダム・イン・ニューヨ

ーク 
10月18日(木)、21日(日) 

時よとまれ君は美しい 

ミュンヘンの17日 

5月17日(木)、20日(日) ノー・マンズ・ランド 11月15日(木)、18日(日) バルカン超特急 

6月21日(木)、24日(日) 真昼の決闘 12月20日(木)、23日(日) 若草物語 

7月19日(木)、22日(日) 紙屋悦子の青春 
平成31年 

1月17日(木)、20日(日) 
グレート・ワルツ 

8月16日(木)、19日(日) 仔鹿物語 2月21日(木)、24日(日) 
シラノ・ド・ベルジュラ

ック 

9月20日(木)、23日(日) ピグマリオン 
3月21日(木)、22日(金)、 

24日(日) 
殯(もがり)の森 

 

５ 児童図書室行事（78回 参加者：延べ1,240人） 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

あかちゃん向けおはな

し会 

平成30年4月から平成31

年 3月までの毎月第 2・4

水曜日(3月は第 4水曜日

のみ)。 

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。23回 参加者

408人。 

おはなし会 

平成30年4月から平成31

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・ 

1階 

(Yotteko) 

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 618人。 

おたのしみ会 

平成30年8月2日(木)、

8 月 3 日(金)、12 月 23

日(日) 

1階 

(Yotteko) 

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102人。 

大人のためのお話会 
平成30年9月29日(土)、

平成31年1月11日(金) 

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。 

「わくわく 絵本はア

ート！by県図書」 
平成30年11月3日（土） 

愛知芸術文化

ｾﾝﾀー 12階 

ｱー ﾄｽﾍ゚ ｽーD 

「久屋ぐるっとアート」参加イベント。おはなし

会、絵本の展示、折り紙、クイズなどを実施。参

加者76人。 

1～5実施事業合計 189回 
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