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 図書館の本に挟まったほこりや髪の毛などが気になるというご意見や、衛生面を心配する
声を受け、中央図書館に書籍消毒機を導入しました。 
 お城通りに設置してありますので、ぜひご利用ください。（図書館の本以外の利用はご遠
慮ください。） 

書籍消毒機の使い方 

45秒で消毒完了 
本を逆さ向きに 
開いてかけ 

書籍消毒機とは 
  

紫外線による除菌と、
風力によるゴミやほこ
りの除去をすることで、
より快適に図書館の本
を利用していただけま
す。 

スイッチＯＮ！ 

 額田図書館の移転及び図書館システムの更新により、以下の期間について休館及び業務の
一部停止を行います。なお、休館中も返却ポストはご利用いただけます。 

休館日等のお知らせ 

額田支所の改築に伴い、額田図書館は額田センター内へ移転します。 

新しい図書館は２月13日(火)開館予定です。 

☆額田図書館移転に伴う休館☆ 

額田図書館 12月20日(水)～２月12日(月) 

☆図書館システムの更新に伴う休館及び業務の一部停止☆ 

年末年始の休館 
中央図書館･げんき館情報ライブラリー 

各市民センター図書室 12月29日(金)～１月３日(水) 

12月25日(月)午後５時～１月11日(木)午前９時 
(蔵書検索、マイページなどの機能は12月24日(日)午後９時から利用できません。) 

12月25日(月)～１月10日(水) 

業務の一部停止（資料の閲覧･返却のみ可能です） 

図書館ホームページの停止 

各市民センター図書室 12月26日(火)～１月10日(水) 



   上記の期間、りぶらまつりが開催されます。 
   図書館では、検索機(ＯＰＡＣ)の使い方やフロアを 
  案内する「図書館ガイドツアー」と、図書館の裏側 
  を見ることができる「図書館バックヤードツアー」 
  を行う予定です。 
   他にも様々なイベントが開催されますので、ぜひ 
  ご参加ください。 

11月11日(土) ～ 12日(日) 
お気に入りの本をきっかけに、新たな出会いを見つけてみませんか？ 
対象は25～45歳までの本に興味がある社会人（未婚）の方です。 
詳細が決まり次第、図書館ホームページでお知らせします。参加をお待ちしています。 

12月10日(土)  

 
 
 

 

☆ ブックスタートとは ☆ 
 ブックスタート事業は、親子が「ことば」を通したあたたかな時間をわかちあうきっかけと

して、岡崎市に生まれたすべての赤ちゃんとその保護者に、絵本を開く体験と一緒に絵本を手

渡す活動です。 

 赤ちゃんと保護者のかた一組ずつに絵本の読み聞かせを行い、絵本の入ったブックスタート

パックをプレゼントします♪ 
 

☆ 平成29年10月から、対象年齢を引き下げます ☆ 
 対象者： 生後４か月以上１歳６か月未満の赤ちゃんとその保護者 

     ※岡崎市以外の自治体でブックスタートを受けたかたは対象外です。 

  場所： 岡崎市立中央図書館（りぶら内）子ども図書室おはなしのへや 

受付日時： 毎週月曜日 10:00～11:30／13:30～15:00 

      毎週木曜日 13:30～15:00 （図書館休館日を除く） 

     ※ 所要時間は10分程度です。上記時間内に受付をお済ませください。 

       上記以外の日時をご希望の場合は、ご相談ください。 

 持ち物： 母子健康手帳、ブックスタート案内状 

 

☆こちらでも実施しています☆ 
南部市民センター図書室：奇数月（１･３･５･７･９･11月） 

      額田図書館：偶数月（２･４･６･８･10･12月） 

受付日時：第１木曜日（休館日を除く） 10:00～11:00 

※平成30年２月の額田図書館での実施日は22日(木)です。 

 
担当：中央図書館 資料提供サービス係（電話 0564-23-3115 FAX 0564-23-3165） 

生後６か月→４か月

に変わります♪ 

一組ずつに読み聞かせ 

＆ 

絵本をプレゼント 

ブックスタートの様子 

９月７日(木)～12月24日(日)まで 
 
 

開催中！ 

 文字を書くための道具は、私たちの生活
においてとても身近なものです。 
 展示では、学校や職場、家庭で使われて
いた少しむかしの「書く」道具とあわせて、
筆記具の変遷を紹介します。「書く」こと
の役割や働きについて考えてみてはいかが
でしょうか。 

企画展示「書く道具」 



テーマ 【 おいしい本 】 

恋するハンバーグ 山口 恵以子／[著]（角川春樹事務所） 2016.７ 

 ハンバーグ、メンチカツ、グラタン、オムライス、カレーライス･･･どれもお

いしそうで、近所にこんな洋食屋さんがあってほしい！！と思わずにはいられま

せん。洋食屋を営む夫婦の人情にも癒され、心温まります。レシピも紹介されて

いるので、読んで、作って、おいしさを二度実感できます。 

【２階ポピュラーライブラリー F913.6/ヤマ】 

☆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 

玉子ふわふわ 早川 茉莉／編（筑摩書房） 2011.２ 

 ずばり、玉子料理のアンソロジーです。37人の作家がおのおの玉子にまつわ

る思い出や好きな調理法、著書について熱く述べています。中でも宇江佐真理さ

んの著書に登場する江戸時代の“卵のふわふわ”はネーミングもかわいらしく、想

像力もふわふわ膨らみます。玉子好きの方にはたまらない一冊です！  

【２階ポピュラーライブラリー B596.3/タ】 

焼きいもが、好き！ 

日本いも類研究会「焼きいも研究チーム」／企画編集 

（農文協プロダクション） 2015.１ 

 焼きいものおいしい季節になりました。この本は、焼きいもの食味や生産方法、

思わぬ効能や食べ方など、様々な焼きいもの魅力を紹介しています。沖縄では焼

きいもを冷たくしてスプーンですくって食べるそうです。赤ちゃんの離乳食とし

ても、お年寄りの栄養補助としても優秀な「All About 焼きいも」の本です。 

【１階 レファレンスライブラリー 616.8/ヤ】 

ビジネスパーソンのための一目おかれる酒選び 

江口 まゆみ／著（平凡社） 2016.12 

 今は和食ブームもあり、日本酒が人気でしょうか。本書は、いろいろなお酒に

ついて広く知ることができる入門書です。「お酒についての勘違い」、「酒選び

に役立つ基礎知識」の二部構成になっています。お酒をすすめるときにちょっと

気の利いた一言を言えるようになるかもしれません。 

【１階 レファレンスライブラリー 588.5/ヒ】 



  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【動物たち】 

 好きな動物は何ですか？ペットにしたくなるような愛らしい動物や迫力のある強そうな動物…。 

 地球上の大小さまざまな動物たち、それぞれの個性や生き方に人間社会とは違う強さを感じずにはいられません。 

 今回はそんな動物たちの資料を集めてみました。 

 ぜひご覧ください。 

【期間】10月１日(日) ～11月14日(火) 

※予告※ 11月16日(木)～12月24日(日)はテーマ展示【あなたとわたし】を開催します。 

展示 

【自分らしく生きる～仕事と介護の両立～】 

 高齢化社会が進む中で、私たちの生活はどのように 

変化していくのでしょうか。最近では、仕事と介護の
両立を目指した「働き方改革」という言葉も見聞きす
るようになりました。 

 変わりゆく社会の中で「自分らしく生きる」とはど 

ういうことなのか、考えてみませんか？ 

【期間】10月１日(日)～10月31日(火) 

※予告※【未来はどうなる！？～ロボットと共存する未来～】 
     11月２日(木)～11月30日(木) 
      【親子の距離の測り方】 
     12月１日(金)～12月24日(日) 

高札展示【Hallowe'en】 

 ハロウィンはもともとヨーロッパのケルト民族のお 

祭りで、秋の収穫を祝い、悪霊を追い払う行事でした。
子どもたちが『Trick or Treat』(お菓子をくれなきゃ
いたずらするよ)と言いながら、家々を訪れてお菓子を
もらうことで知られています。ハロウィン当日には仮
装して街を歩く人たちがたくさんいますね。 

 今回はそんなハロウィンにちなんだ本を集めました。 

【期間】10月１日(日)～10月31日(火) 

※予告※【どきドキ土器】 
     11月２日(木)～11月30日(木) 
      【赤穂事件】 
     12月１日(金)～12月24日(日) 

ビジネステーマ 

【人事を考える】 

 10月は職場での人事異動も多い時期かと思います。そ 

こで、人事担当でなくても読んでおいて損はない、人事
管理に関する本を集めてみました。 

 管理者の立場の人はもちろん、普段は評価される側の 

人も、人事について、会社組織について、ちょっと考え
てみませんか？ 

【期間】10月１日(日)～11月30日(木) 

※予告※【鍛えようビジネス英語】 
     12月１日(金)～平成30年１月30日(火) 

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 

【岡崎の教育】 

 岡崎の教育に関する資料を紹介します。 

【期間】９月１日(金)～10月31日(火) 

※予告※【岡崎の歌】11月２日(木)～12月24日(日) 

発行：岡崎市立中央図書館  
        〒444-0059 岡崎市康生通西４－71  
        ＴＥＬ：0564-23-3111 ＦＡＸ：0564-23-3165 
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※予告※は変更になる場合があります。 
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