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２ 企画展示一覧 

① 展示及び関連講演会等 

展 示 名 期  間 会場 内  容 

こども読書週間記念

行事「読書の木をそだ

てよう！」 

2020年6月2日(火) 

～8月12日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

職員や利用者におすすめの本を紹介してもらう企画。

本の感想や絵をかいて、「木」に貼り読書の木を育て

ていく。 

県立福江高校 パネ

ル展 地域の活性化

を目指して 

―高校生のパワー― 

2020年6月2日(火) 

～11月11日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

福江高校のパネル展。地域の活性化を目指す高校生の

パワーを紹介。【連携：県立福江高校】 

第８回穂っとネット東三

河フォトコンテスト入賞

作品展 

2020年6月2日(火) 

～7月8日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

第８回穂っとネット東三河フォトコンテストの入賞

作品を展示。【連携：東三河総局】 

Web 展示「食育につい

て考える～６月は食

育月間です～」＜あい

ちの農林水産業＞ 

2020年6月3日(水) 

～12月9日(水) 

《Web 

展示》 

６月に館内で開催予定だった展示「食育について考え

る」の内容をWebサイトで紹介。【連携：県食育消費

流通課】 

新聞切り抜き作品コ

ンクール優秀作品展 

2020年6月12日(金) 

～7月8日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

中日新聞社主催 第 26回「新聞切り抜き作品コンク

ール」の応募作品の中から、愛知県内の優秀賞を中心

に展示。【連携：中日新聞社】 

第163回芥川賞・直木

賞候補作家たち 

2020年6月30日(火) 

～8月12日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

芥川賞・直木賞の発表の時期にあわせて、関連資料を

展示。 

花と本のあるくらし

＋ちょっとエコ＜あ

いちの農林水産業＞ 

2020年7月10日(金) 

～9月9日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

暮らしの中で花を楽しむのに役立つ資料や花をテー

マにした図書を展示し、「花と本のあるくらし」を提

案。【連携：県園芸農産課、県農業総合試験場、県地

球温暖化対策課】 

あいち学校給食絵画

コンクール及び料理

レシピコンテスト作

品展＜あいちの農林

水産業＞ 

2020年7月10日(金) 

～9月9日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

「第 15 回食育推進全国大会 in あいち」関連企画。

愛知県等主催「あいち学校給食絵画コンクール」及び

「料理レシピコンテスト（中・高部門）」の受賞作品

を展示。【連携：県食育消費流通課】 

あいちの伝統的農産

物＜あいちの農林水

産業＞ 

2020年7月10日(金) 

～11月11日(水) 
3階 

尾張地域で栽培されてきたレンコンや大根など伝統

的農産物に関する江戸・明治期の資料を紹介。 

【連携：県園芸農産課】 

青少年によい本をす

すめる県民運動 

2020年8月14日(金) 

～11月11日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

愛知県、愛知県青少年育成県民会議が実施する「青少

年によい本をすすめる県民運動」関連展示。「青少年

のための優良図書目録」に掲載の所蔵図書などを展

示。【連携：県社会活動推進課】 

定時制通信制生徒に

よる作品展示 個性

は十人百色 

2020年9月11日（金） 

～10月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

定時制通信制高校で学ぶ生徒が作成した絵画・イラ

スト・工芸品などを展示。【連携：愛知県定時制通信

制教頭・副校長会、愛知県高等学校定時制通信制教育

振興会】 

思わず食べたくな

る!?飯テロ本の世界

（図書館実習生展示） 

2020年9月11日(金) 

～10月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

おうちご飯が注目を集めている今、思わず食べたく

なる本を展示貸出。当館での図書館実習・インターン

シップに参加した大学生４人が企画した展示。 

ミニ展示 

国勢調査100年 

2020年9月11日(金) 

～10月20日(火) 
4階 

国勢調査は第一回大正９年(1920 年)が実施されてか

ら今年で 100 年。統計調査をより知ってもらうこと

ができるように関連資料を展示。【連携：県統計課】 

あいちの畜産＜あい

ちの農林水産業＞ 

2020年9月11日(金) 

～11月11日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

家畜や畜産物について知ることのできる本や、肉・乳

製品を美味しく楽しめるレシピ本などを紹介。 

【連携：県畜産課】 

東海豪雨 20 周年（＠

ライブラリー関連） 

 

2020年9月11日(金) 

～10月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

今年は、東海豪雨から20年の節目の年。東海豪雨に

ついてのパネルや、災害から命を守るために役立つ

本を展示。【連携：中部地方整備局庄内川河川事務所】 
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つながる・つなげる 

認知症ブックステー

ション 

2020年9月18日(金) 

～11月11日(水) 
4階 

誰でも他人事でいられない認知症について、基礎知

識や介護など、貸出できる本の貸出、パンフレットの

配布。【連携：県高齢福祉課、(公社)認知症の人と家

族の会】 

技能五輪とアビリン

ピック 

2020年10月9日(金) 

～11月15日(日) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

技能五輪全国大会・全国アビリンピックが無観客開

催・動画配信されるのにあわせて、両大会の紹介や技

能伝承・モノづくりの資料を展示。【連携：県技能五

輪・アビリンピック推進室】 

あいちの水資源＜あ

いちの農林水産業＞ 

2020年11月13日(金) 

～2021年1月13日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

生活に欠かせない水の供給、県の農業と工業の発展

を可能にした用水を中心に、水資源開発の歴史やダ

ムの魅力など、水に関する資料を紹介。【連携：県農

地計画課、水資源機構中部支社】 

あいちの林業＜あい

ちの農林水産業＞ 

2020年11月13日(金) 

～2021年3月10日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

県土の約４割が森林である愛知県は、林業も古くか

ら盛んでした。愛知県の林業・林産物に関する資料を

始め、災害防止・観光資源といった森林が担う役割に

ついても紹介。【連携：県林務課・森林保全課、林野

庁林野図書館、東栄町林業センター】 

近代愛知の林業史 

＜あいちの農林水産

業＞ 

2020年11月13日(金) 

～2021年3月10日(水) 
3階 

当館貴重書書庫で保管する林業関係資料を展示し、

近代における愛知県林業の歴史を紹介。 

展示 新美南吉のも

のがたりと風景をつ

なぐ観光 PR キャンペ

ーン 

2020年12月11日(金) 

～2021年2月11日(木) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

愛知県観光誘客地域活動事業（半田市観光協会企画）

「新美南吉のものがたりと風景をつなぐ観光PRキャ

ンペーン」と連携して、各種資料の掲示や南吉の本の

貸出展示を実施。【連係：県観光振興課、（特非）半

田市観光協会】 

パネル展 okumikawA

wake（オクミカワアウ

ェイク）/メザメ奥三

河 

2020年12月11日(金) 

～2021年3月10日（水） 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

「okumikawAwake（オクミカワアウェイク）/メザメ奥

三河」パネル展。愛知県奥三河地方は、都会に近い身

近な秘境、心の美と健康が目覚める、新しい旅の目的

地。仕事も休暇も一緒に楽しむ旅を提案。まゆ花やア

ロマの展示。【連携：県東三河総局、県新城設楽振興

事務所、（一社）奥三河観光協議会】 

第164回芥川賞・直木

賞候補作家たちと過

去 30 年の芥川賞候補

作 

2020年12月25日(金) 

～2021年2月11日(木) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

2020年下半期の芥川賞・直木賞受賞者の発表日(１月

20 日)に合わせて、候補作家のこれまでの作品を展

示。県図書館が開館30周年を迎えるのにあわせ、過

去30年の芥川賞候補作（受賞作は除く）も展示。 

あいちアール・ブリュ

ット作品展 

2021年1月15日(金) 

～3月10日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

あいちアール・ブリュット作品、アート雇用の方の作

品、アティックアートの取組で制作されたノベルテ

ィグッズを展示と当館関連資料の展示貸出。 

【連携：県障害福祉課】 

図書館と学ぶ感染症 
2021年1月15日(金) 

～4月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

新型コロナウイルスをはじめとした感染症や感染対

策に関する本、テレワークなどの新しい働き方に関

する本、感染症がテーマの文学などを展示。 

コロナに負けるな！

事業承継・起業を応援

します！ 

2021年1月15日(金) 

～4月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

事業承継や起業を考えている方、興味のある方に役

立つ資料を展示。また、新型コロナウイルス感染拡大

に伴う、事業者向け資金等の広報物も配布。 

【連携：日本政策金融公庫】 

ミニ展示 難病を読

む 

2021年2月13日(金) 

～3月10日(水) 
4階 

２月の最終日が「世界希少・難治性疾患の日」である

ことにちなんで、難病を知るための本を集めて展示。 

第９回穂っとネット東三

河フォトコンテスト入賞

作品展 

2021年3月19日(金) 

～4月7日(水) 

1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

第９回穂っとネット東三河フォトコンテストの入賞

作品を展示。【連携：東三河総局】 

犯罪被害者パネル展 
2021年3月19日(金) 

～4月7日(水) 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

ＮＰＯ法人 犯罪被害当事者ネットワーク緒(お)あ

しす主催の犯罪被害者支援パネル展。犯罪被害者支

援や防犯関連の図書資料を展示貸出。 

あいちの水産史＜あ

いちの農林水産業＞ 

2021年3月19日（金） 

～7月7日(水) 
3階 愛知県の水産業に関する近世・近代の貴重書を展示。 
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がん、それからを支え

る 

2021年3月19日（金） 

～5月12日（水） 
4階 がん関連の資料を展示。 

AV室展示 随時 
1階 

（AV室） 

①映画音楽（7/10～10/7）、②「ベートーヴェン２５

０」（10/9～2/11）（計2回） 

児童書展示 

（テーマの本） 
通年 

1階 
（児童） 

①2019年をふりかえって（7/10～9/9）、②食べ物の

本（9/11～11/11） ③クリスマスの本（11/13～

12/25） ④干支の本 丑（12/26～3/10）（計4回） 

ティーンズコーナー

展示 
随時 3階 

①ミニ展示「そうだ！読書をしよう」（7/21～9/9）、

②「第9回てこぽん大賞！」（9/11～11/11） ③ミ

ニミニ展示「頑張れ！受験生2021」（12/11～3/10） 

④「A・L・C 第8号の本」（計4回） 

東三河コーナー展示 通年 
1階 

(Ｙｏｔｔｅｋｏ) 

①企画展示「地域の活性化を目指して―高校生のパ

ワー―」（6/2～11/11）②パネル展示「第８回穂っと

ネット東三河フォトコンテスト入賞作品展」(6/2～

7/8)③ パネル展示「okumikawAwake（オクミカワアウ

ェイク）/メザメ奥三河」（12/11～3/10）④パネル展

示「第９回穂っとネット東三河フォトコンテスト入

賞作品展」(3/19～4/7)（計4回、再掲） 

※2021年3月整理休館後から開始の展示は原則2021年度に計上。ただし2020年度事業に係るものは2020年度に計上。 

計41回 

② アーツスペシャリストによる連続講座 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

第１回 

『ラ・ボエーム』に見る人間関係とオ

ペラスタッフのコミュニケーション 

2020年10月28日(水) 
5階 

大会議室 

講師：水野学氏（愛知県芸術劇場

プロデューサー）。参加者20人。 

第２回 

文学・言葉と美術 
2020年11月25日(水) 

5階 

大会議室 

講師：深山孝彰氏（愛知県美術館

企画業務課長）。参加者21人。 

第３回 

近代の人 宮沢賢治 
2020年12月16日(水) 

5階 

大会議室 

講師：佐藤一信氏（愛知県陶磁美

術館副館長）。参加者17人。 

計3回 参加者58人 

③ 健康講座 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

＊館内イベントは実施せず、展示のみ実施    

 

④ リベラルアーツカフェ 

行 事 名 開 催 日 会場 備  考 

「新美南吉のふるさと風景を次世代に

つなぐ」 
2021年3月10日(水) 

5階 

大会議室 

講師：榊原宏氏（N P O法人ごん

のふるさとネットワーク事務

局）。参加者15人。  

 計1回 参加者15人 

⑤ その他の企画 

行 事 名・対 象 開 催 日 回数 会場 備  考 

新聞活用講座「図書館

で調べよう！新聞記

事」 

2020年12月13日

(日)、19日(土) 
2回 

2階インタ

ーネット

閲覧席 

新聞の種類や特徴、新聞記事を調べる方法を紹介。

新聞記事データベースやマイクロフィルムを使っ

て習得。参加者5人（1回目3人、2回目2人） 

電子書籍の利用ガイダ

ンス 

2021年3月20日

(土) 

2回 

（午前・

午後） 

5階 

大会議室 

当館の電子書籍について、初めての方でもすぐに

使えるよう解説。参加者自身ののスマートフォン

やタブレットを使ったガイダンス。参加者22人（1

回目12人、2回目10人） 

計4回 参加者27人 
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⑥ 名画鑑賞会（会場：１階ＡＶホール） 

開 催 日 上映作品名 開 催 日 上映作品名 

＊名画鑑賞会は休止中    

 

⑦ 児童図書室行事 

行 事 名 開 催 日 回数 会場 備  考 

読書の木に実

がなりまし

た！by 県図

書 

2020 年 10 月 31 日(土)、11 月 1 日

(日)、11月3日(火・祝) 
1回 

愛知芸術 

文化ｾﾝﾀ  ー

地下 2 階 

ｱｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ内 

ﾋﾞﾃﾞｵﾙｰﾑ 

「久屋ぐるっとアート」参加イベン

ト。6/2～8/12に当館で展示した「読

書の木」に、秋らしく木の実の飾り

つけを追加し展示。来場者数184人。 

計１回 参加者184人 

① ～ ⑦ 事業実施回数 合計50回 

 

３ 広報の結果 

① ブロック紙及び全国紙（中日、朝日、毎日、読売、日経）による広報 

媒 体 掲載日時 記事名 

中日新聞 4月9日（木） 県図書館など休業延長 

読売新聞 4月9日（木） 県営施設の休館延長（「図書館」記載あり） 

中日新聞 4月25日（土） 県図書館など休館・休業延長 

中日新聞 5月16日（土） 主な県営施設再開日程発表（「県図書館」記載あり） 

中日新聞 

（長野県版） 
5月25日（月） 武功夜話：資料提供県図書館 

中日新聞 6月3日（水） 県図書館割れる対応：コロナで来館者名簿作成 

中日新聞 6月7日（日） 再開情報・県図書館 

中日新聞 6月13日（土） 新聞切り抜き作品中日大賞（展示） 

中日新聞 6月18日（木） 読書の木をそだてよう！ 

中日新聞(夕刊） 6月18日（木） 「巣ごもりのおとも」（本の紹介） 

中日新聞（夕刊） 6月24日（水） 「神学大全」：（資料写真「愛知県図書館で」） 

中日新聞 6月27日（土） 再開情報・県図書館の一部サービス再開のお知らせ 

朝日新聞 7月17日（金） 企業要覧切り取られる 

読売新聞 7月17日（金） 図書館で切り取り被害 

中日新聞 7月18日（土） 県図書館の企業情報図書切り取られる 

中日新聞 8月7日（金） 絵本で学ぶ戦争と平和 
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中日新聞 8月14日（金） 
"夏休み 図書館使えず 悩み"（鶴舞図書館、愛知県図書

館、大学図書館等についての記載） 

中日新聞 9月21日（月） 定時制通信制生徒作品展 

中日新聞 10月17日（土） 県図書館「アーツスペシャリストによる連続講座」 

読売新聞 11月2日（月） 高校生ビブリオバトル（会場：県図書館） 

中日新聞 11月22日（日） 新型コロナ（職員感染） 

読売新聞 11月22日（日） 新型コロナ（職員感染） 

中日新聞 12月20日（日） 未来クリエイト部（会場：県図書館） 

中日新聞 12月21日（月） 
新美南吉のものがたりと風景をつなぐ観光PRキャンペーン

企画展 

中日新聞 1月20日（水） アールブリュット作品展示 

中日新聞 1月23日（土） 電子書籍閲覧サービス 

朝日新聞 1月25日（月） 電子書籍閲覧サービス 

読売新聞 1月27日（水） 電子書籍閲覧サービス 

中日新聞 3月8日（月） 展示「図書館と学ぶ感染症」、あゆち 

計29回掲載 

② その他の新聞、雑誌等による広報 

媒 体 掲載日時 記事名 

東愛知新聞 7月17日（金） 切り取り被害 

名古屋フリモ関連 

9月号（・名古屋フリモ西区版 

・名古屋フリモ天白版 

・さんごくらぶ（日進市南部東

郷町)） 

AV室展示 映画音楽の物語 

名古屋フリモ関連 

10月号（・名古屋フリモ緑区版 

・名古屋フリモ中村版 

・名古屋フリモ都心版 

・名古屋フリモ西区版） 

てこぽん大賞 

名古屋フリモ関連 

11月号（・名古屋フリモ都心版 

・名古屋フリモ昭和版 

・名古屋フリモ瑞穂版 

・さんごくらぶ（日進市南部東

郷町） 

・ゆいまるくらぶ（豊明市）） 

AV室展示 ベートーヴェン２５０ 

名古屋フリモ 
12月号（・名古屋フリモ西区

版） 
連続講座③ 近代の人 宮沢賢治 

名古屋フリモ 1月号（・名古屋フリモ西区版） 展示「あいちの水資源」＆「あいちの林業」 

東愛知新聞 1月6日（水） 
展示「okumikawAwake（オクミカワアウェイク）/メザメ奥三

河」 

東日新聞 1月7日（木） 
展示「okumikawAwake（オクミカワアウェイク）/メザメ奥三 

河」 
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東愛知新聞 1月24日（日） 電子書籍 

名古屋フリモ関連 2月号（・リブル（犬山市）） 
展示「okumikawAwake（オクミカワアウェイク）/メザメ奥三

河」 

シティリビング名古

屋「東海エリア気に

なるコト＆モノ」 

2021年2月26日号 展示「アールブリュット作品展」 

名古屋フリモ関連 
3月号（・名古屋フリモ南区版 

・リブル（犬山市）） 
展示「図書館と学ぶ感染症」 

まなびぃあいち No72(3月発行) 愛知県図書館開館30周年！ 

リビング新聞 

「街ニュース」 
3/19号 愛知県図書館開館30周年！ 

東愛知新聞 3月28日（日） 東三河と県図書館地域振興協定 

計15回掲載 

③ テレビ・ラジオによる広報 

媒 体 放送日時 内容 

中京テレビ「キャッチ！」

及び「新型コロナウィルス

動画配信」 
5月19日（火） 特設窓口再開 

中京テレビ 

「キャッチ！」 
7月16日（木） 切り取り被害 

名古屋テレビ 

「アップ」 
7月16日（木） 切り取り被害 

東海テレビ「ニュース

One」または午後11時のニ

ュース内（未確認） 
7月16日（木） 切り取り被害 

中京テレビ 

「キャッチ！」 
8月14日（金） 愛知県図書館所蔵の資料紹介『特高月報 復刻版』 

東海テレビ 

「ニュースOne」 
1月26日（火） 電子書籍サービス 

テレビ週刊愛ちっち 1月28日（木） 電子書籍サービス 

CBCラジオ 

「カトリーナの全部

全力！」 

2月14日（日） 電子書籍サービス 

ＮＨＫ総合１  

「おはよう東海」 
2月15日（月） 電子書籍サービス 

計9回放送 

① ～ ③ 被広報回数 合計53回 


