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館内資料検索トップページ年末年始の休館中に図書館シ
ステムの更新を行いました。
館内に設置してある検索機
（ＯＰＡＣ）の画面表示も大
きく変わっています。
図書館へお越しになった際に
はぜひ一度お試しください。

図書館内の検索機(ＯＰＡＣ)が新しくなりました！

※画面は開発中のものです。実際の画面と細部が異なることがあります。

キーボードのない検索機でも、
漢字入力ができるようになり
ました。

貸出の多い資料や予約の多い
資料を見る際、集計期間が選
べるようになりました。

新機能！

オーパック



図書館の資料は市民の皆さんの大切な財産です。

少しでも長く、多くのかたに利用してもらえるよう、大
事に扱っていただくことを日ごろからお願いしています。
しかし、水濡れなどによる汚損や、切り取りなどによる破
損は少なくありません。中には修理をしても他のかたへ提
供できる状態まで戻すことが難しく、廃棄せざるをえない
ものもあります。

上記期間中、マナーアップキャンペーンとしてポピュラ
ーライブラリーと子ども図書室で汚損・破損資料を展示し
ます。

みなさんに気持ちよくご利用いただくため、マナーを守
っていただきますようお願いします。

図書館マナーアップキャンペーン
「本が泣いています」

【場所】・ポピュラーライブラリー
・子ども図書室

【期間】１月11日(木)～２月27日(火)

額田センター（愛称：こもれびかん）に合わ
せて、新しい額田図書館が２月13日（火）から
オープンします。
施設規模は少し小さくなりますが、額田産の

木材で作られた本棚に囲まれた、あたたかい雰
囲気の図書館です。ぜひご利用ください。

開館時間：午前９時～午後７時
休 館 日 ：月曜日（祝日の場合は開館し、

翌日以降の平日に休館します。)
※開館時間と休館日が変わります。
ご注意ください。

延床面積(図書室のみ) 203.35㎡
蔵書数 約２万冊
一般用閲覧席 8席 児童用閲覧席 6席
ブラウジング席 7席

移転後の額田図書館について
「おはなしコーナー」でブックスタートや
おはなし会を実施します。

ブックスタート

偶数月 第１木曜日 10：00～11：00
※平成30年２月は、22日に実施します。

おはなし会
・絵本のおはなし会 第２土曜日

10:30～11:00
・０.１.２おはなし会 第３木曜日

10:30～11:00

カウンターの様子 閲覧席の様子 おはなしコーナーの様子

開架の様子

１月11日(木)～３月27日(火)

を開催します。

こたつや火鉢など、冬を快適に過ごすため
の道具は、体を温めるだけではなく、家族や
友人が道具を囲んで集まることで、人と人の
絆を深める役割も果たしてきました。

古くから使われてきた暖をとる道具を見つ
め直し、今年の冬の過ごし方を考えてみては
いかがでしょうか。

企画展示「冬の道具」



テーマ 【 あたたまる 】

書店主フィクリーのものがたり

ガブリエル・ゼヴィン／著、小尾 芙佐／訳（早川書房） 2015.10

島で唯一の小さな書店で、妻を亡くし独りで暮らす偏屈な店主フィクリーの物

語です。ある日書店の前に捨てられていた幼い女の子マヤとの出会いがフィク

リーを大きく変えることに。一人でマヤを育てる決意をしたフィクリーを気にか

けて島の人が手助けをしてくれるようになります。本が人と人をつなげる優しい

物語です。

【１階 レファレンスライブラリー 933.7/セヒ】

☆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

バレリーナヨガ 吉田 さとみ／著（現代書館） 2007.２

寒い季節こそ、身体を動かしてあたたまりましょう！バレエにヨガと、一見難

しそうですが、誰でも簡単にできるエクササイズが紹介されています。ぜひ、お

気に入りのポーズを見つけてみてください。気分がリフレッシュされて、身体だ

けでなく心もあたたまるかもしれないですね。お正月に食べ過ぎてしまった分も

リセットできるかも？！

【２階 ポピュラーライブラリー H498.3/ハ】

失敗しないピザ窯作りの基本

石窯・ピザ窯作り研究会／編著（日東書院本社） 2014.９

本気でピザ窯を作るかたのための本です。準備と基本がわかります。今はピザ

窯のキットなんてあるんですね！窯を作る基本を押さえれば、個性的なものも大

丈夫。移動式のピザ窯もできる？！ピザ窯を作るのはちょっと…というかたは、

この本の本格ピザのレシピをご覧になるだけでもいかがでしょうか？

【２階 ポピュラーライブラリー H596.9/シ】

おサルの王国 地獄谷野猿公苑の四季

萩原 敏夫／写真･文（講談社） 2007.11 

長野県の地獄谷でくらすニホンザルの写真集です。ここのサルたちは温

泉に入ることで有名で、海外ではスノーモンキーと呼ばれています。温泉

で温まり、ねむそうな顔をしているサルや、無邪気に遊ぶ子ザルたちの姿

に癒されます。

【１階 レファレンスライブラリー 489.9/オ】

No image



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【西郷どん】

日本人に親しまれている人物の一人「西郷隆盛」は文政10年(1827年)、薩摩国の下級藩士・西郷吉兵衛隆盛の
長男として誕生しました。明治維新の中心的な役割を果たし、歴史に大きな足跡を残しながら、49歳で幕を閉じま
した。その波乱に満ちた生涯は、さまざまな謎に包まれています。

2018年のＮＨＫ大河ドラマではそんな「西郷隆盛」を取り上げます。「西郷どん」と呼ばれ、
愛された「西郷隆盛」とは、どのような人物だったのでしょうか？

下記のとおりテーマ展示を開催しますので、ぜひご覧ください。

【期間】１月1１日(木) ～２月15日(木)

※予告※ ２月16日(金)～３月31日(土)はテーマ展示【音を楽しむ♪】を開催します。

展示【壁というもの】

前に立ちふさがり、たやすく超えることのできない状
況をつくりだす壁。人工の壁や、自然の地形がつくりだ
した壁だけが壁ではありません。規則や習慣、法律、ま
た、心理的な要因も壁になります。

グローバル化の時代でも、世界で壁がつくられている
今、壁について考えてみませんか。

【期間】１月１1日(木)～１月30日(火)

※予告※【ストレスと上手につきあう】
２月１日(木)～２月27日(火)

【働き方改革】
３月１日(木)～３月31日(土)

高札展示【雪の世界】

まもなく冬季オリンピック・パラリンピックが開催さ
れます。選手たちの活躍はもちろんのこと、舞台となる
冬の自然の美しさも楽しみのひとつではないでしょう
か？

一足先に雪の世界へご案内します。

【期間】１月１1日(木)～１月30日(火)

※予告※【おとなの時間割】

２月１日(木)～２月27日(火)
【毒草・薬草】
３月１日(木)～３月31日(土)

ビジネステーマ

【鍛えようビジネス英語】

ビジネスの場では、英語力が必要になることがありま
すよね。また自分のスキルアップのために英語力を高め
たいというかたもいるでしょう。

今回は、ビジネス英語に関する本を紹介します。

【期間】平成29年12月１日(金)～
平成30年１月30日(火)

※予告※【起業・副業】

２月１日(木)～３月31日(土)

ガラスケース

【岡崎の農業・林業】

岡崎の農業・林業に関する資料を紹介します。

【期間】１月１1日(木)～２月27日(火)

※予告※【岡崎の橋】３月１日(木)～４月30日(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

2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 31

3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 31

1月

【中央図書館 開館日カレンダー】

※予告※は変更になる場合があります。
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