
 バラエティに富んだイベントを開催します♪ 

第15回岡崎図書館まつりを 
開催します！ 

図書館まつりに行こう!! 

絵本作家講演会 

おはなし会 

本を読むだけが図書館じゃない！ 

マンドリン演奏会 

本の修理体験 

岡崎図書館だより 
２０１７．７発行 ｖｏｌ．６ 

企画展示「夏の道具」 平成29年度社会科研究作品展 

 小中学生の夏休み社会科研究の優秀作品
を紹介する「社会科研究作品展」を開催し
ます。子どもたちの研究の成果をぜひご覧
ください。 
 

  日時■９月30日(土)～10月10日(火) 
  場所■りぶら２階ギャラリー 
 

 また10月７日(土)には 
「社会科研究作品発表会」が開催されます。 

５月25日(木)～９月５日(火)まで 
   「夏の道具」を開催しています！ 

 高温多湿の日本では、古くから夏を 
涼しく過ごす工夫がされてきました。 
 道具を通して昔の夏のくらしを知り、 
身の回りの「涼しげ」なものを探し、 
この夏を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

「岡崎ふるさとかるた」 
   かるた大会             

クイズラリー 

朗読会 

ぬいぐるみの 
  おとまり会 

主催：岡崎図書館まつり実行委員会 



赤ちゃんシアター 
 【時間】10:30～11:30 
 【場所】会議室３０１・３０２ 
 【対象】０～３歳               （絵本あそびの会） 

図書館ふくぶくろを開催しました！ 

１月９日（土）～１１日（月・祝）の３日間、ポピュラーライブラリー 
と子ども図書室で、図書館ふくぶくろの貸出をしました。 
図書館ふくぶくろは、テーマに合わせてスタッフが選んだ３冊を見えな 
いように新聞紙で包み、貸出するものです。どんな本が入っているかは、 
開けるまでのお楽しみ☆さらに中には、おまけとして特製しおりも入れ 
ました。 
この３日間のために、ポピュラーライブラリーは１５０袋、子ども図 
書室は６０袋を用意しましたが、次から次へと貸出されていきました。 
新しい本との出会いはあったでしょうか？ 

８月19日(土) 

８月20日(日) 

８月18日(金) 

場所：子ども図書室 おはなしのへや 

14:30～15:00(定例) 

 （ころころくまさん） 

☆おはなし会「ふるさと」(３歳以上) 

18:00～19:00 
  （岡崎むかし語りの会） 

☆語り 
 「大人も愉しむ岡崎のむかしばなし」 
                     (大人) 

10:30～11:00 
  （コロボックル） 

午 

前 

午 

後 

8/19(土) 8/20(日) 

16:30～17:00 
  （図書館職員） 

☆ぬいぐるみのおとまり会(３～６歳) 

                     ※事前申込制 

13:30～14:00 
 （図書館職員） 

☆男性職員のおはなし会 

8/18(金) 

14:00～14:30 
 （図書館職員） 

☆広野多珂子さん絵本おはなし会 

15:30～16:00 
  （まほうの豆） 

☆ストーリーテリング 
 「ふるさとの昔話」(５歳以上) 

ぬいぐるみのおとまり会 
【対象】３～６歳 １０組(抽選)  
【申込】往復はがき(１人１枚)に、①住所②氏名 
    ③年齢④電話番号を記入のうえ、 
   〒444-0059 岡崎市康生通西4丁目71番地 
    「ぬいぐるみのおとまり会」係まで、 
    ８月４日(金)必着で送ってください。 

本の清掃体験 
 【時間】10:00～11:00 
 【場所】お城通り              （りぶらサポータークラブ） 

怖い本の読み聞かせ 
 【時間】16:15～16:45 
 【場所】岡崎むかし館             （図書館職員） 

詩とマンドリンでつづる「瑠璃色コンサート」 
 【時間】14:00～15:00 
 【場所】会議室１０３    （マンドリンアンサンブルたんぽぽ） 

絵本作家講演会「本といっしょに、未来へ」 
 【時間】15:00～16:45（サイン会あり） 
 【場所】会議室１０３ 
 【講演】広野多珂子先生 
 【定員】先着８０名 
 【申込】７月22日(土)10:00から受付開始 
     正文館書店本店(岡崎市康生通東2-43)の窓口･ 
     電話(0564-28-0111)･FAX(0564-22-0167) 
     のいずれかの方法でお申込みください。 
                           （正文館書店） 

大人のための読み聞かせ 
 【時間】17:15～17:45 
 【場所】会議室２０１                  （図書館職員） 

ワークショップ 

「一枚の紙でとび出す絵本を作ろう！」 
 【時間】13:30～15:00（開場は13:00） 
 【場所】会議室３０１ 
 【講師】手作り絵本の会“金のりんご”  鎰廣みどり氏 
 【定員】先着５０名 ※小学２年生までは保護者同伴 

【持ち物】はさみ、 のり、鉛筆、色鉛筆、消しゴム 
                      （岡崎子どもの本研究会） 

朗読だぁー。さぁ聞きに行こう！ 
～昔話･詩･エッセー･新聞記事ありの 
             バラエティ豊かな朗読会～ 

 【時間】10:30～11:30 
 【場所】会議室３０１     （連尺学区朗読の会 ヒメボタル） 

よみがえれ本！！本の修理体験 
 【時間】13:00～14:30 
 【場所】グループ室２ 
 【対象】小学生以上 ※小学生は保護者同伴 

 【定員】先着１０名 
 【申込】７月27日(木)9:00から、中央図書館 
     カウンターに申込書を提出、または 
     電話(0564-23-3111)で受付 
【持ち物】カッター、はさみ、ボンド      （図書館職員） 

図書館クイズラリー 
 【時間】13:00～16:00 
 【場所】お城通り                   （図書館職員） 

琵琶弾き語り～小噺、平家物語より「壇ノ浦」～ 
 【時間】14:00～16:00（開場は13:30） 
 【場所】会議室３０１ 
 【出演】古屋和子氏 
 【定員】先着１００名 
 【申込】７月22日(土)9:00から受付開始 
     ①中央図書館カウンターに直接 
     ②電話(0564-23-3111) 
     ③図書館ホームページ「お知らせ」からの 
     いずれかの方法でお申込みください。  （図書館） 

「岡崎ふるさとかるた」かるた大会 
 【時間】13:30～14:30 
 【場所】会議室３０１ 
 【対象】こども～大人 ※未就学児は保護者同伴 

 【定員】先着１００名 

 【申込】７月15日(土)10:00から受付開始 

     氏名･年齢を、電話(0564-21-4292)･ 

     FAX(0564-21-1657)･メール(info@basic-f.jp) 

     のいずれかの方法でお申込みください。 

                   （「岡崎ふるさとかるた」を親しむ会） 

る  り  い ろ 



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 【 アウトドア 】 

ぼくは原始人になった 

マット・グレアム／著、ジョシュ・ヤング／著、宇丹 貴代実／訳 

（河出書房新社） 2016.11 

 もし、山の中に迷い込んだら何日くらい自分の力で生きられるのでしょうか？ 

この本は、腰布にサンダルスタイルで狩猟採集生活を20年間送った男性の体験記

です。彼が経験したことは、たくさんの物を所有し、便利な生活を送る私たちに、

いろいろなことを考えさせてくれます。 

【１階 レファレンスライブラリー 936/クレ】 

☆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 

フライパンで山ごはん～シンプル・簡単なレシピ90～  

ワンダーフォーゲル編集部山ごはん研究会／編（山と溪谷社） 2016.７ 

 登山用のコンパクトなフライパンを使って短い時間で簡単に、おいしく調理す

ることができるレシピが満載です。また、食材を日持ちさせる方法や、包丁や火

を使わずに作る和え物のレシピなども載っています。山で調理をするときにぜひ

参考にしてみてください。 

【２階 ポピュラーライブラリー  N596.4/フ】 

はじめてのキャンプ 林 明子／さく･え（福音館書店） 1984.６ 

 はじめてキャンプに出かける子どもが主人公のお話です。火をおこしてご飯を

炊いたり、川でスイカを冷やして食べたり、夜はテントの中で怖い話をしたり…。

キャンプって、考えるだけでワクワクしませんか？今年の夏、はじめてキャンプ

をするご家族は、行く前に親子でこの本を一緒に読んでみてはいかがでしょうか。 

【２階 子ども図書室 913/ハ】 

山旅の絵本 中村 みつを／著（ＪＴＢ） 2002.11 

 この本は、作者が登った山を通して体験したことや思ったことを書き綴った画 

文集です。旅で出会った人々、忘れられない風景、懐かしい思い出などが、すて

きなイラストとともに楽しめる一冊です。ついつい引き込まれてしまう文章もさ

ることながら、ほのぼのとしたイラストを見るだけでも心が癒されます。本を読

みながら、少しだけ山旅気分を味わってみませんか？ 

【 ２階 ポピュラーライブラリー N291.0/ヤ】 



  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【どこに行こう♪】 

いよいよ夏本番です。夏休みの予定は、もう決まっていますか？ 

いろいろなところに出かけて、楽しい思い出をたくさん作りましょう！ 

今回は、ガイドブックや旅行記などお出かけの参考となる資料を集めました。 

ぜひご覧ください。 

【期間】７月１日(土) ～８月15日(火) 

※予告※ ８月17日(木)～９月30日(土)はテーマ展示【おいしく元気☆】を開催します。 

展示 

【海を考える】 

７月の第３月曜日にある祝日『海の日』。この日は海 

の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う
ことを趣旨としているそうです。 

そこで、私たちにとって海とはどのような存在なのか、 

また、現在海でどんなことが起こっているのかを見つ
めてみませんか？ 

【期間】７月１日(土)～７月31日(月) 

※予告※【原発とエネルギー～日本の選択～】 
     ８月１日(火)～８月31日(木) 
      【住まいの諸問題】 
     ９月１日(金)～９月30日(土) 

高札展示【庭園をめぐる】 

厳かな雰囲気の日本の庭園、華やかさを感じる洋風庭 

園。世界には様々な庭園が存在しています。 

庭造りの歴史、文化やデザインの移り変わりをご覧い 

ただけるような本を集めてみました。 

【期間】７月１日(土)～７月31日(月) 

※予告※【意外とおもしろい！相対性理論】 
     ８月１日(火)～８月31日(木) 
      【ブン！ブン！ブン！蜂の世界】 
     ９月１日(金)～９月30日(土) 

ビジネステーマ 

【営業職のためのビジネス書】 

入門書からトップ営業マンのテクニックが書かれたもの 

まで、営業に関する様々なビジネス書を集めました。 

営業力をあげたいかたや、営業スタイルを確立したいか 

たなど全ての営業職のかたへ、自分に合う１冊と出会う
機会を提供します。 

【期間】６月１日(木)～７月31日(月) 

※予告※【トップに学ぶ！】８月１日(火)～９月30日(土) 

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 

【戦中資料】 

岡崎の戦争に関する資料を紹介します。 

【期間】７月１日(土)～８月31日(木) 

※予告※【岡崎の教育】９月１日(金)～10月31日(火) 

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 

８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 

９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 

25 26 27 28 29 

７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。 

31 
24 ／ 

７月の第３月曜日にある
祝日『海の日』。この日は
海の恩恵に感謝するとと
もに、海洋国日本の繁栄
を願うことを趣旨としてい
るそうです。そこで、私た
ちにとって海とはどのよう
な存在なのか、また現在
海でどんなことが起こっ
ているのかを見つめてみ
ませんか？ 


