
岡崎図書館だより 

岡崎信用金庫からの寄附を受け、中央図書館では１月28日(土)から読書通帳サービスを

スタートします。 
通帳を作成すれば銀行の預金通帳のように読書履歴を記録できるようになります。 

対象は岡崎市内に在住もしくは在学している小学生と中学生です。 

本を借りる 

借りた本のタイトルが 
読書通帳に記録される 

読書通帳機で
記帳する 

読書通帳完成！ 
 読書通帳の 
 申込みをする 

貸出証を作る 

借りた本の思い出を 
ためられるよ 

家康公関連CD・DVDコーナー 

を新設します！ 

岡崎信用金庫の寄附を受け、 
徳川家康公関連のCD・DVDを 
集めたコーナーを新設します。 
※貸出はできません。 
視聴覚ブースをご利用ください。 
 

 DVD■約６０種類 
   CD■約２０種類 
 場所■２階 棚番号45 
利用開始日 
■平成29年１月28日（土）から 
 
 

 

「本を借りる」→「記帳する」を繰り返して       

思い出をためていきましょう。  

読書通帳の作り方 

読書通帳とは 
  

読書履歴を目に見える形にすること
で読書意欲を刺激し、図書館利用を
促進するサービスです。子どもの読
書活動推進のため岡崎市でも開始し
ます。 

※子ども図書室で受付 

☆特別整理休館日のお知らせ☆ 

平成29年１月23日(月) ～１月27日(金) 

・図書館以外のりぶらの施設は通常どおり利用できます。 
 （水曜日は全館休館日です。） 
・各市民センター図書室、額田図書館、げんき館は通常どおりです。 

資料が正しい位置にあるかを点検し、紛失のチェックを行います。
また、和装本などの虫干しも行います。 

★特別整理休館中は・・・ 

家康公関連 
ＣＤ・ＤＶＤコーナーを 

新設します！ 
岡崎信用金庫からの寄附を受け、 
徳川家康公関連のＣＤ・ＤＶＤを 
集めたコーナーを新設します。 
 

※館内閲覧のみです。 
 視聴覚ブースをご利用ください。 
 

■利用開始日 
 平成29年１月28日（土）から 
■場所 
 ２階 ポピュラーライブラリー 
    視聴覚資料棚 

読書通帳とは 
  

読書履歴を目に見える形に
することで読書意欲を刺激
し、子どもの読書活動推進
や図書館利用促進を目的と
したサービスです。 

読書通帳機は、 
子ども図書室と 

ポピュラーライブラリーに 
あるよ 
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８．大活字本 
 

大きな文字で書かれた本が並べてあ
ります。 

９．新着図書コーナー 
 

新しく入った本が並べてあります。 

７．レファレンスカウンター 
 

図書館職員が資料等に関するお問合せや調べものの相談に応じています。
日常の疑問から研究に至るまで、調べものに役立つ資料をご案内します。
当館の資料、インターネット情報、国会図書館の資料など、入手できる 
すべての情報を駆使し、課題解決のお手伝いをします。 
また、相互貸借の受付はこちらで行っています。 ８．テーマ展示（高札展示、展示、 

  岡崎学、ガラスケース） 
 

季節やイベントに合わせた様々な
展示を１か月ごとにテーマを替え
て行っています。 
 
 

６．就活応援コーナー 
 

職業紹介やエントリーシートの 
書き方、業界研究、資格ガイドな
ど、就職活動に役立つ本が並べて
あります。 
 

４．インターネット席(１～16番) 
  データベース席 (17～20番) 

 

パソコンでインターネットやデー 
タベースを使い、調べ物をするこ 
とができます。 
※利用には予約が必要です。 

 

 

 

  

 

 図書館フロア紹介！ ～中央図書館はワンフロアだと思っていませんか？ その２～ 
 

  今号は２階ポピュラーライブラリーです。 

２．参考図書 
 

各種事典･辞典、統計資料、年鑑、
法令集、白書など、特定の情報に
ついて調べることができます。 
※館内での閲覧のみとなります。 
 

３．一般図書（分類別） 
 

専門書を含む、貸出可能な一般図書
が分類番号順に並べてあります。 
生活に身近な一般図書は、2階ポピ
ュラーライブラリーにあります。 
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６．テーマ別一般図書 
 

暮らしに身近な事柄の本がテーマ別に並べてあります。 
 棚番号３～ ４…コンピュータやインターネットに関する本 
 棚番号５～ ７…ガイドブックなど旅行に関する本 
 棚番号８～18…手芸や料理、インテリア、育児など暮らしに関する本 
        (棚番号15～17には「健康情報コーナー」があり、認知症 
         や健康法などに関する本があります。) 
 棚番号19～26…写真や鉄道、音楽、趣味に関する本 
 棚番号27～28…スポーツに関する本 
 

２．文庫 
 

文庫が並べてあります。 

14．点字図書、録音資料 
 

読書に支障のあるかた向けの資料 
(点字図書、録音資料)が並べて 
あります。 
※利用されるかたはカウンターへ 
 お申出ください。 

４．外国語資料コーナー 
 

ポルトガル語、英語、中国語、韓国
語などの外国語図書が並べてありま
す。日本語を学習するための本もあ
ります。 
 

７．視聴覚資料、視聴覚ブース 
 

視聴覚資料(ＤＶＤ、ＣＤ)が並べて
あります。視聴覚ブースは、１回に
つき３時間まで(30分単位)利用でき
ます。 
※利用には予約が必要です。 

１．現代日本文学 
 

小説・随筆(エッセイ)・日記・ 
ルポルタージュが並べてあります。 
 

★棚番号76には「闘病記文庫コー 
 ナー」があります。 
 

５．ティーンズコーナー、 
  ティーンズルーム 
 

10代の利用者向けの本や雑誌が並
べてあります。ティーンズルームで
は図書館資料を使った活動や学習が
できます。 
 

★棚番号52には「ファンタジー 
 コーナー」、棚番号60には「進 
 路コーナー」があります。 

10．テーマ展示、ミニテーマ、 
   イベント本コーナー、 
   ニュースな本コーナー 
 

季節やイベントに合わせ、様々な展
示を行っています。 

 

13．対面朗読室 
 

読書に支障のあるかたが、図書館資
料や持込み資料の朗読サービスを受
けることのできる部屋です。 
※利用されるかたはカウンターへ 
 お申出ください。 

３．新書 
 

新書が並べてあります。 
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11．コンシェルジュ 
 

案内係です。お気軽にお声かけくだ
さい。 

12．新聞・一般雑誌コーナー 
 

新聞、雑誌のコーナーです。 
※雑誌の最新号は館内での閲覧のみ  
 となります。 
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視聴覚ブース 



書名 著者名 出版社 分類 

ちょっとマニアックな図書館コレクション談 内野 安彦／編著 大学教育出版 014.1 

子どもに歯ごたえのある本を 石井 桃子／著 河出書房新社 019.5 

人生が豊かになる色彩心理 宮田 久美子／監修 ナツメ社 141.2 

フランス人は年をとるほど美しい ドラ・トーザン／著 大和書房 159.6 

徳川家が見た「真田丸の真実」 徳川 宗英／著 PHP研究所 288.3 

ニッポン人のためのTOKYOぶらり再発見 「江戸楽」編集部／著 メイツ出版 291.3 

私たちの声を議会へ 三浦 まり／著 岩波書店 312.1 

マイペースで働く!女子のひとり起業 滝岡 幸子／著 同文舘出版 335 

グリム童話と日本昔話 高木 昌史／著 三弥井書店 388 

本当はすごい小学算数 小田 敏弘／著 日本実業出版社 410 

認知症治療の革命 岡 清正／著 滋慶出版/つちや書店 493.7 

最高に楽しい文房具の歴史雑学 ジェームズ・ウォード／著 エクスナレッジ 589.7 

赤ちゃん苦手かも?と思ったら読む本 清水 悦子／著 主婦と生活社 599 

伝統野菜をつくった人々 阿部 希望／著 農山漁村文化協会 626.1 

あなたの「弱み」を売りなさい。 川上 徹也／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 675 

絵はすぐに上手くならない 成冨 ミヲリ／著 彩流社 725 

東京五輪マラソンで日本がメダルを取るために必要なこと  酒井 政人／著 ポプラ社 782.3 

ときめくフレーズ、きらめくシネマ 戸田 奈津子／著 双葉社 830.4 

遠い昨日、近い昔 森村 誠一／著 バジリコ 910.2 

月のない夜に 岸田 るり子／著 祥伝社 913.6 

真田幸村 大坂の陣秘録 津本 陽／著 洋泉社 913.6 

冬の物語 イサク・ディネセン／著 新潮社 933.7 

新しく入った本（2015年12月に購入した本です） 

テーマ 【 冬 】 

特捜部Q 檻の中の女 

    ユッシ・エーズラ・オールスン／著（早川書房）2011.６ 

 北欧デンマークが舞台のミステリー小説です。休職明けのコペンハーゲン警察 

カール・マーク警部補は、新設された未解決の重大事件を専門に扱う部署「特捜部Ｑ」 

の統率を命じられた。しかし、オフィスとして用意されたのは暗い地下室、そして 

部下はシリア系の変人アサドのみ。ミステリー小説ならではのスリルとサスペンスに 

ハラハラドキドキしつつも、カールとアサドの珍コンビの掛け合いが楽しく、一気に 

読んでしまう本です。冬の寒い日にこたつに入って北欧小説を読んでみてはいかがで

しょうか。 

                     【１階 レファレンスライブラリー 949.7/エス】 

☆こちらでも、図書館職員オススメの本を紹介しています。 
 ＦＭおかざき『りぶら通信』放送日時:毎月第２・５木曜日 7:45～7:55 
                  [再放送] 10:15～10:25, 12:15～12:25, 18:45～18:55 

世界の雪景色 海野 弘／解説（パイインターナショナル）2014.11 

 真っ白な世界に浮かび上がるお城、カラフルな壁のかわいらしい家々…。 

おとぎの国は本当にあるのかも！絵本の中でいつか出会ったような風景に思わず 

うっとり。ページをめくるたびに違う国のヒロインになれてしまう、魔法の本です。 

 美しい夢の世界に行ってみませんか？ 

                 【２階 ポピュラーライブラリー G290.8/セ】 

ウー・ウェンの美味(おいしい)鍋 ウー・ウェン／著（高橋書店） 2009.11 

 北京では、鍋料理は体を温める→元気の素→健康になると考えられ、とても 

ポピュラーな食べ物です。素材を加熱しているので体にやさしく、野菜をたくさん 

食べることができます。豚しゃぶと長芋の豆乳鍋や、金目鯛と大根の柚子胡椒鍋 

など、季節問わず作れ、体調を整える鍋レシピを紹介しています。自分好みに 

アレンジして作ってみてもいいかもしれませんね。ちょっと元気がないときや、 

汗をかいて健康になりたいときにどうぞ。 

                    【２階 ポピュラーライブラリー H596/ウ】 

江戸っ子が好んだ日々の和食 中江 克己／著（第三文明社） 2016.６ 

 和食の基本は江戸でつくられたと言われていますが、当時の人々がどんな食生活 

をしていたのか、何を好んで食べていたのかを紹介しています。寒い冬に食べた 

鍋料理やおせち料理、屋台やスイーツなど、江戸っ子たちがグルメだったことに 

驚かされます。あらためて和食の奥深さを感じさせてくれる本です。 

                   【１階 レファレンスライブラリー 383.8/エ】 



  開館日   休館日 

２階 ポピュラーライブラリー 

１階 レファレンスライブラリー 

テーマ展示【とり・鳥・酉】 

2017年は「酉年」です。この「酉」という字は、「 鶏 」のことを指し、新しい年に最初に鳴く鳥であることから 

縁起が良い鳥といわれています。 
鶏に限らず、鳥はとても身近な生き物で、インコや文鳥などペットとして飼うことができる鳥や、ツバメやアイガ
モのように害虫を食べてくれる鳥もいます。バードウォッチングが趣味という人も多いのではないでしょうか。 

今回は、飼い方の本や写真集、小説、鳥がモチーフの手芸本など、鳥に関する資料を集めました。 

下記のとおり展示しますので、ぜひご覧ください。 

【期間】１月５日(木) ～２月16日(木) 

※予告※ ２月17日(金)～３月31日(金)はテーマ展示【脳活☆】を開催します。 

展示【どうなる？気になる！国際関係】 

アメリカ合衆国第45代大統領に、ドナルド･トランプ氏 

が選出されました。今後、国際関係はどのように変化し 
ていくのでしょうか？ 

今回は、国際関係や国際政治について考える手がかりと 

なるような資料を集めました。 

【期間】１月５日(木)～１月31日(火) 

※予告※【生きづらさをこえて】  ２月２日(木)～２月28日(火) 
    【スマートフォンの光と影】３月２日(木)～３月31日(金) 

高札展示【んだら青森さおんで！】 

愛知県民にとってまさに未踏の 陸奥 の地、青森県。 

あなたの好きなもの、意外と青森県のものかもしれませ
ん。本の世界で青森の旅に出てみませんか？ 

ようこそ、私の故郷あおもりへ！ 

【期間】１月５日(木)～１月31日(火) 

※予告※【こんなところにもオニ】２月２日(木)～２月28日(火) 
      【騎士道と武士道】      ３月２日(木)～３月31日(金) 

ビジネステーマ 

【ロジカル･シンキングで 
説得力を身につけよう】 

ロジカル･シンキングを知っていますか？ 

論理的思考とも訳されるロジカル･シンキングは、簡単 
にいえば「わかりやすくする」こと。 

会議、プレゼン、企画書から普段の会話に至るまで、 

「結局、何が言いたいの？」と言われないために、ロジ
カル･シンキングを身につけて、説得力のあるビジネス
パーソンを目指しましょう！ 

【期間】12月１日(木)～2017年１月31日(火) 

※予告※【魅力的な店づくり】２月２日(木)～３月31日(金) 

岡崎学【岡崎の田遊び】 

今年も山中八幡宮のデンデンガッサリが１月３日に開催 

され、２月11日には瀧山寺の鬼祭りも開催されます。 
五穀豊穣を願うこれら田遊びの歴史はたいへん古く、 
無形民俗文化財にも指定されています。 

岡崎市における田遊びの歴史や文化に触れてみません 

か？ 

【期間】１月５日(木)～２月28日(火) 

※予告※【岡崎の行楽】３月１日(火)～４月30日(日) 

ガラスケース 

【田遊び～山中八幡宮デンデンガッサリ･瀧山寺鬼祭り～】 

山中八幡宮デンデンガッサリと瀧山寺鬼祭りに関する 

貴重な資料を紹介します。 

【期間】１月５日(木)～２月28日(火) 

※予告※【遠足･行楽】３月１日(火)～４月30日(日) 
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※予告※は変更になる場合があります。 
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