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【中央図書館 開館日カレンダー】

１０・１１月のイベント情報
■法律セミナー
「これからの相続と遺言のはなし」

相続・遺言や法改正のポイントを弁護士が解説
し、同時に法情報データベースの紹介します。
日時 10月26日（土）14時～16時
場所 りぶら１階会議室103
申込 ９月13日（金）9時から（先着50名）

■図書館活用セミナー
「糖尿病を予防してぴんぴんころり」

糖尿病を予防して最期まで元気に過ごすためのポイン
トを市民病院の看護師が解説します。
日時 11月19日（火）10時30分～11時45分
場所 りぶら１階会議室103
申込 10月10日（木）9時から（先着30名）

■ハロウィン絵本の読み聞かせ
むかし館の中を真っ暗にしてハロウィンに関する絵本

の読み聞かせを行います。
日時 10月27日（日）15時～15時30分
場所 岡崎むかし館

■りぶらまつり2019
普段は見られない図書館の裏側をお見せします！

●図書館バックヤードツアー
日時 11月9日（土）15時～15時30分
申込 10月7日（月）9時から（先着20名）

参加を希望されるかたは市民活動センター
(TEL0564-23-3114)までお申込ください。

●今日から知る！図書館のバリアフリーサービス
大活字本、点字本、布絵本などの、バリアフリー図

書を展示します。
日時 11月9日（土）10：00～16：00
場所 りぶら南側入り口展示スペース

■オカザえもんの国内芸術祭2019
日時 11月2日（土）～11月17日（日）
場所 図書館交流プラザりぶらほか

●図書館連携展示
国内芸術祭参加アーティストの紹介、しかけ絵本な

どを展示します。

日時 10月31日（木）～11月17日（日）
9：00～21：00

場所 中央図書館2階ポピュラーライブラリー
子ども図書室

●手作り絵本ワークショップ
～〇（まる）から始める小さな絵本～
いっしょに楽しく絵本を作ってみませんか！？
日時 11月17日（日）10時～12時
場所 りぶら3階会議室301
対象 小学1年～大人
申込 10月1日（火）9時から（先着15名）

ティーンズコーナーオリジナルキャラクターの落
花生（おちはないく）が、今年も「図書館総合展
図書館キャラクターグランプリ」に出場します！
昨年は、みんなのおかげで「審査委員特別賞」を
受賞したよ！今年も応援よろしくお願いいたしま
す！
詳細が決まりましたら、
公式Twitter(@okalib_teens)にてお知らせします
ので、この機会にぜひフォローしてください！

10月27日～11月9日 読書週間が始まります！
終戦まもない1947年（昭和22年）に「読書の力によって、平和な文
化国家を作ろう」という決意のもと第1回読書週間が開催されました。
ぜひこの機会に暮らしの中に本を取り入れてみてくださいね。

落花生（おちはないく）が図書館キャラクターグランプリ
にエントリーします！

※イベントの詳細は図書館ホームページまたは館内のちらし・ポスターをご覧ください。



④ビジネステーマ「効率を上げる
仕事の時短術」
仕事に追われて、残業や休日出勤を
している方、多くないですか？仕事
の効率アップ、時短に役立つ本を集
めました。この機会に仕事のやり方
を見直してみませんか？
期間：10月1日～11月30日
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図書館だよりでは、図書館のイ
ベント案内やお知らせ、本の情
報などをお届けします。

発行
岡崎市立中央図書館
〒444-0059
岡崎市康生通西４－71
電話：0564-23-3111
FAX  ：0564-23-3165

①テーマ展示「Ｗ杯とオリンピック」
９月20日から11月4日まで「ラグビーワール
ドカップ」が開催されます。今回は世界3大
スポーツイベントに関連する本を集めました。
期間：10月1日～11月15日
※予告【映画ざんまい】

貸出の多い本ベスト１０(一般書)
１位 蜜蜂と遠雷 恩田陸／著
２位 危険なビーナス 東野圭吾／著
３位 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子／著
４位 コンビニ人間 村田沙耶香／著
５位 すぐ死ぬんだから 内館牧子／著
５位 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ／著
７位 人魚の眠る家 東野圭吾／著
８位 沈黙のパレード 東野圭吾／著
８位 魔力の胎動 東野圭吾／著
８位 ラプラスの魔女 東野圭吾／著

（期間:7/1～8/31）

神社やお寺を参拝した証しとしていただける
御朱印。御朱印を目的に思いきって遠出した
くなる一冊です。全ページカラーで見やすく、
御朱印帳の保管方法や限定デザインの御朱印
も紹介されています。御朱印ってなに？とい
う人も、次はどこの神社・お寺に行こうかな
と考えている人もぜひ手に取ってみてほしい
です！

御朱印と御朱印帳で旅する神社・お寺

著 者 大浦 春堂/著

出 版 社 株式会社

マイナビ出版

発 行 年 2016.4.30

所蔵場所 1階 186.9/コ

野の鳥の四季 Birds of Hokkaido

著 者 熊谷 勝／著

出 版 社 青菁社

発 行 年 2014.11

所蔵場所 1階 448.2/ノ

北海道の室蘭・絵鞆半島で撮られた春から冬に
かけての野鳥の写真集です。綺麗な鳥の写真が
沢山あり、その中には人気のシマエナガや全国
で見られるメジロ、カワセミなども載っていま
す。綺麗でかわいく時々かっこいい鳥たちの写
真を見て癒されてみませんか？

③高札展示「旅するかたち」
登山、ピクニック、探検… 人は
移動するとき何をたずさえ、どの
ような工夫をしてきたのか。運ぶ、
移動する、携帯する、古今東西の
いろいろなかたちを見てみません
か。
期間：10月1日～10月31日
※予告【微生物】

②展示「自由なアート、どこまで
自由？」
今夏話題になった“表現の自由“や
サブカルチャーについての本も加
え、アートにおける自由について
考えます。
期間：10月1日～10月31日
※予告【より安全なクルマ社会を
築く】


