
５．ちしきのほん 
 

調べものの本が分類番号順に並べて
あります。 
 

★棚番号16には「おかざきをしらべ 
 る本」があります。 
 

８．えほん 
 

タイトルの五十音順に並べてあります。 
 棚番号 1…「よみつがれているえほん」「ちしきとかがくのえほん」 
 棚番号12…「キャラクターえほん」 
 棚番号13～14…「ちいさいこのえほん」 
 棚番号14…「がいこくごのえほん」            があります。 

12．おはなしのへや 
 

様々なおはなし会を定期的に開催し
ています。部屋が空いているときは
自由に読み聞かせをしていただけま
す。 

９．かみしばい 
 

昔話や高齢者向けなど、様々な紙
芝居を揃えています。リストは子
ども図書室カウンターにあります
ので、お気軽にお声かけください。 

３．児童書関連本 
 

子どもの本が好きな大人のための本
が並べてあります。 

７．ものがたりのほん 
 

日本の物語、海外の物語、ミステリ
ー作品に分け、それぞれ作者別に並
べてあります。小学校低学年向けに
は背表紙に水色の丸シールが貼って
あります。 

６．テーマのほん 
  あたらしくきたほん 
 

季節やイベントに合わせたテーマの
本や、新しく入った本が並べてあり
ます。 
 

 

 

 

  

 

岡崎図書館だより 
２０１７．４発行 ｖｏｌ．５ 

 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３～ 
 

  最後は２階子ども図書室です。 
  中学生ぐらいまでの子ども向けの本が 
  置いてあります。 

４．ずかん･じしょ･じてん 
 

棚番号39に辞書･事典、棚番号40に
図鑑があります。 
※辞書･事典は館内での閲覧のみと 
 なります。 
 

１．インターネット席 
  データベース席 
 

パソコンでインターネットやデー 
タベース(ポプラディアネット)を使
い、調べ物をすることができます。 ６ 

２ 

３ 

4 

5 

７ 
9 

８ 

2．新聞･雑誌コーナー 
 

新聞･雑誌コーナーです。 
※雑誌の最新号は館内での閲覧のみ  
 となります。 

１ ２ 

３ 

４ 
５ 

６ 
７ 

８ 
９ 

12 

10 

10．読書通帳機 
 

読書履歴を記録できます。申込み
は子ども図書室カウンターで受付
けています。対象は岡崎市内在住
もしくは在学の小中学生です。 

11．あかちゃんえほん 
 

赤ちゃん向けの絵本や育児関連本
が集められています。子ども図書
室内には授乳室もあります。 

★赤ちゃんからの読み聞かせ   
毎週 火・木曜日 
10:50～11:10 
11:20～11:40 

 

★おはなしと紙しばいの会 
毎週 月・木曜日 
16:00～16:30 

★３才からの読み聞かせ 
毎週 土曜日 

14:30～15:00 
 

★ストーリーテリング 
毎月 第４土曜日 
15:30～16:00 
対象:５歳以上 

★外国語の読み聞かせ 
毎月１回 土曜日 
13:00～13:30 

英語、ポルトガル語、 
中国語のローテーションで 

行っています。 
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ガイドブックなどはできる限り最新のものを収集していますが、人気のあるもの
は貸出中のため棚にないことがあります。中央図書館カウンターや市民センター
などの地域図書室で予約を受け付けておりますのでお気軽にご利用ください。 
 
 

★カウンター以外での予約方法★ 
 

 ・中央図書館へ電話(23-3111)で予約 
 ・中央図書館、額田図書館、南部市民センター図書室にある検索機(OPAC)から予約 
 ・図書館ホームページ蔵書検索機能(ＷebOPAC)から予約 

人気の本をもっと購入してほしいです。予約しても100番以上
待つこともあり、読みたいときになかなか読めません。 

人気の本は複数冊購入することで利用者サービスの向上に努めておりますが、
一部の本については100名以上の方にお待ちいただくこともあります。限られ
た予算の中で様々な分野の資料を収集していますので、ご理解とご協力をお願
いいたします。 

中央図書館２階ポピュラーライブラリーで年に数回、不要となった図書や雑誌
をリサイクル本として配布しています。図書館ホームページなどでお知らせし
ますので、お立ち寄りください。 

古くなった雑誌は捨ててしまうのでしょうか？ 
かなりの量があるのでもったいないように思います。 

旅行のガイドブックは最新のものが見たいです。 
いつ行っても古いものしかありません。 

ＤＶＤ上映／農業専門データベースで 

野菜づくりのコツと裏ワザを紹介します 
 

図書館で使える 農業専門データベースはご存知ですか？ 
野菜づくりＤＶＤ上映とデータベースを活用して、 
トマトやナスなどの人気野菜を上手に育てるコツを紹介
します。 
 

 日 時■５月20日(土) 14:00～16:00 
 場 所■会議室１０３ 
 

 申込み■４月20日(金)からカウンターまたは電話、 
     ホームページにて受付。 
 

    ※要申込・参加無料 
 

 

調べ方ガイドをご活用ください！ 

 調べものに役立つ情報源は、本やインターネット、 
 データベースなどたくさんあります！ 
 司書のノウハウをつめこんだ調べ方ガイドをテーマ別 
 に作成しました。 
 
 

 図書館内のリーフレットまたは図書館ホームページで 
 ご覧ください。 
 
  ○調べ方ガイド テーマ一覧○ 
   図書館の本の探し方／図書館にない本を読むには 
   新聞記事／雑誌論文／官報／相続／医薬品(薬) 
   防災／規格(ＪＩＳ)／地域資料／岡崎の人物 

野菜づくり講習会 



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 【 春 】 

あなたに贈る四季の色 

若菜 晃子／文（パイインターナショナル） 2013.２ 

 自然界にも街にも、色があふれ出す季節になりました。この本は、万葉集など

日本の古い文献に登場する色の逸話や豆知識、ショートエッセイが、美しい写真 

とともに紹介されています。春夏秋冬、80の日本の伝統色の世界を楽しんでみて

はどうでしょうか？ 

【１階 レファレンスライブラリー 757.3/ア】 

☆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 

シンプルに暮らす外国人の収納とインテリア 

成美堂出版編集部／編（成美堂出版） 2011.11 

 春は新生活のスタートにともない、引越しや、部屋の模様替えをする人も多い 

のではないでしょうか？この本には、日本に暮らす外国の人の部屋がなぜ素敵な

のか、思わずマネしたくなるようなインテリアについて紹介されています。花や

アートを欠かさずに飾る。必要な物だけを身の回りに置く。多彩な色使いや和洋

折衷のアイテムをすっきりまとめるコツなど、ぜひ参考にしてみてください。 

【２階 ポピュラーライブラリー  H597/シ】 

はるいろ 河合 ひとみ／著（マール社） 2003.３ 

 春は新しい生命が誕生する季節。植物たちは競うように新しい芽を出し始め、 

生きものたちも活発に動き始めます。春を感じるものたちを、色えんぴつを 

使って描いてみませんか？春の花・動物・食べ物などが豊富に掲載されており、 

見るだけでも楽しい一冊です。色えんぴつの選び方や色の作り方が丁寧に解説 

してあるので、初心者でも簡単に始めることができます。 

【２階 ポピュラーライブラリー N725.5/ハ】 

ＮＹスタイルのジャーサラダレシピ 

りん ひろこ／著（世界文化社） 2015.１ 

 キャベツや玉ねぎなど、春の野菜がおいしい季節ですね。食べておいしいだけ 

でなく、見た目も綺麗なジャーサラダを作ってみるのはどうでしょうか？ニュー

ヨーカーを気取り、週末に作ってストック。冷蔵庫を開けるとカラフルなジャー

が並んでいるのはチョット自慢になるかもしれません。ドレッシングのレシピも

充実しています。 

【 ２階 ポピュラーライブラリー H596.37/ニ】 



  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【カラダ のびのび】 

過ごしやすい季節になりました。寒い冬で、あなたのカラダはこり固まっていませんか？ 

まずはリラックスしてカラダをのばすことから始めましょう！ 

今回は、カラダをのびのびさせるのに役立つ資料を集めました。 

ぜひご覧ください。 

【期間】４月１日(土) ～５月15日(月) 

※予告※ ５月16日(火)～６月30日(金)はテーマ展示【楽しく♪家しごと】を開催します。 

展示 

【菊のカーテンの内と外～皇室があることの意義～】 

天皇陛下が自らのお気持ちを初めて国民に明かされた 

お言葉からすでに半年。日本と日本国民の象徴という抽
象的なイメージの天皇に、権利や尊厳、自由というもの
はあるのか。 

皇室制度の基本的な仕組みや皇族の生活をそっとのぞい 

てみませんか？ 

【期間】４月１日(土)～４月30日(日) 

※予告※【実･身になる言葉の木】５月１日(月)～５月30日(火) 
    【親を看取る、親を送る】６月１日(木)～６月30日(金) 

高札展示【ぱぱんがパン！】 

世界中で食べられているパン。今では日本でもたくさん 

の種類があります。 

歴史や作り方までパンの世界を楽しんでみてはいかがで 

しょうか。 

【期間】４月１日(土)～４月30日(日) 

※予告※【百人一首を楽しむ】５月１日(月)～５月30日(火) 
      【紙が好き】       ６月１日(木)～６月30日(金) 

ビジネステーマ 

【新社会人のためのビジネスマナー入門】 

新社会人の皆さんを応援！ 

敬語や電話応対などからビジネスマンとして知っておき 

たい常識まで、知っているようで知らないビジネスマ
ナーの基本について書かれた本を集めました。 

【期間】４月１日(土)～５月30日(火) 

※予告※【すぐできる業務改善】６月１日(木)～７月31日(月) 

岡崎学【岡崎の観光】 

徳川家康公の生誕地、岡崎市には数々の歴史遺産･観光 

スポットがあります。岡崎市内を観光するのに役立つ 
資料･情報を紹介します。 

意外と知らない岡崎の新たな魅力を発見できるかもし 

れません。 

【期間】３月２日(木)～４月30日(日) 

ガラスケース 

【岡崎の行楽】 

岡崎の行楽に関する資料を紹介します。 

【期間】３月２日(木)～４月30日(日) 

※予告※【岡崎の芸術家】５月１日(月)～６月30日(金) 

発行：岡崎市立中央図書館  
        〒444-0059 岡崎市康生通西４－71  
        ＴＥＬ：23-3111 ＦＡＸ：23-3165 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

５月 
日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

６月 
日 月 火 水 木 金 土 

１ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

24 25 26 27 28 29 

４月 

【中央図書館  開館日カレンダー】 

／ 
30 

23 

※予告※は変更になる場合があります。 
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