
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

●布絵本・大活字本を図書館へ寄贈いたしました。  
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≪布絵本を寄贈しました。≫  

これまで毎月２回をかけて制作してきた、「布絵

本」「アルファベットサイコロ&マット」を 3 月 11

日に、岡崎市立中央図書館に寄贈することができま

した。  

今年度は新型コロナウイルスの影響で、活動中断

を余儀なくされ、思うような活動にならなかった中

でも、このように寄贈ができるのは、サポータさん

も言われるように、「サイコロで遊ぶ子どもさんの

姿と、布絵本を読んでいる親子の笑顔を思い浮かべ

ながら、製作しています。」と言って熱心に製作す

る活動者の皆さんのご協力のお陰であると思いま

す。改めて日頃の活動に感謝し、更なるアイテムの

製作に期待しています。  

≪大活字本を寄贈しました。≫  

今年度７月からの新しい活動として、岡崎市立中央図書館への、大活字

本寄贈の取り組みをしてきました。図書館で不要になったリサイクル本、

一冊 50 円で市民に提供し、その収益で新たに、弱視者にも読みやすい大

活字本を購入し種類を充実させることで、高齢者や障がいを持った方にも

優しい図書館にしようとしています。  

毎月一回の活動日には大勢の方にご購入いただき、 12 月迄の収益

54,340 円で、大人向け 12 冊、子ども向け 7 冊、計 19 冊を選び、寄贈

することができました。  

購入していかれる方も、掘り出し物を見つけられた感じで喜んで行かれる

ようです。セット物がお安く手に入る機会かもしれませんね。  

次年度も月一回第三火曜日に販売を予定しております。ぜひ足をお運びく

ださい。  



市内在住の未就学児、市内在学の小学生・中学生に限り提供していました読書通帳サービスについて、令

和２年 12 月 26 日から、図書貸出証をお持ちのすべての方に提供できるようになりました。読書の楽しみ

の一つとして、ご活用ください。

担当：中央図書館 総務係（電話 ２３－３１０３）

【読書通帳の発行の窓口など】

以下のとおり学齢等により読書通帳が無料（有料）になります。また、窓口も異なります。

○無料になるかた：市内在住の未就学児・小学生・中学生、市内在学の小学生・中学生

窓口（時間） ：中央図書館子ども図書室カウンター（午前９時～午後９時）

○有料になるかた：無料になるかたを除く図書貸出証をお持ちの利用者すべて（１冊 300 円）

窓口（時間） ：中央図書館２Ｆポピュラーライブラリーカウンター（午前９時～午後５時）

中央図書館 1 階レファレンスカウンター「レファレンス事例集」

徳川家康公の幼名といえば「竹千代」ですね。その後、元服して「次郎三郎元信」

→「元康」→「家康」と名前を改名していますが、昔の人はなぜ「幼名」をつけた

のでしょうか？今回は名前に関する質問をご紹介します。

質 問 昔の人はなぜ幼名をつけたのか。

回 答 【資料 1】項目「童名」に、「日本では、八世紀以前まで童名と成人名の区別はなかった

が、九世紀初頭の嵯峨朝の時期に中国の命名法が移入された結果、誕生時につけた名をあ

る時期に改めることが行われるようになった。・・・明治維新で戸籍制度が発足すると、出

生時の名を改めることが困難となり、ここに童名の歴史は終りを告げる。」と記載あり。

【資料 2】「幼名」の章に、「幼少時は愛称がピタリ」「成年の日に捨てられる幼名」「愛児

の成長をねがって」などの項目あり。「幼名を区別することは、実名敬避の手段の一つとし

て、時代の下るとともに普及したものであろうと考えられている。」と記載あり。

なお、竹千代の「千代」について

【資料 3】「長寿を表す「千代」「寿」の使用例も多くみられる。」と記載あり。

キーワード 姓氏 名前 人名 幼名（ようみょう・ようめい・おさなな） 童名（どうみょう）

参考資料 【資料 1】『国史大辞典 10』国史大辞典編集委員会／編 吉川弘文館／発行 1989 年

【資料 2】『日本の人名』渡辺三男／著 毎日新聞社／発行 1967 年

【資料 3】『日本人の姓・苗字・名前』大藤修／著 吉川弘文館／発行 2012 年



外国にルーツを持つ児童生徒の日本語学習を支援するボランティアを募集しています。 

「日本語を教えたい」「通訳をしてあげたい」等、皆さんの出来ることを持ち寄ってみませんか。 

■条 件：外国にルーツを持つ子どもの日本語能力の向上等に興味があること。岡崎市内及び近郊に在住である

こと。人種、国籍、言語、生活習慣等に偏見を持たず、学習支援に協力できること。 

■手続き：LICC または、市役所多様性社会推進課にある登録用紙に記入し、提出してください。 

■その他：活動場所は、主に学校、保育園や日本語教室で、すべて無償のボランティアです。 

 

■LICC 日本語教室         ■りぶら日本語サロン       ■外国人のための日本語講座の会 
毎週土曜日 10：30～/14：30～  毎週日曜日・木曜日 10：00～  毎週土曜日（夜） 
外国人の方に日本語を教えるボランティアです！（場所はりぶら）     （場所は六ッ美市民センター） 
 
■国際交流事業部会         ■人材育成部会          ■おかざきニュース 
外国人の方と交流イベントを企画運営 日本人向けの国際理解講座実施   外国人向けの多言語情報誌発行！ 

Ⅼ Ⅰ Ⅽ Ⅽ 
LICC とは「りぶら３階・国際交流センター」のことです。 

国際交流に興味のある方、外国人の力になってくれる方、ぜひお立

ち寄りください。 

LICC is“Libra International Community Center”. We have 

activities and events about international understanding and 

multicultural symbiosis.If you are interested in these 

activities, please drop in! 

 

 

外国人児童生徒等支援ボランティア 

募集中 

 

LICC ボランティア紹介！ 

 

LICC 連絡先：☎23-3148 FAX23-3125 E-mail：Libralicc@city.okazaki.lg.jp



  

第 88 回 5 月 20日(木)『心の香り』 
 

祖父（チュウ・シュイ）の元へ預けられた少年（京京（フェイ・ヤ

ン））と、その土地の人々の交流を描かれた作品。 

 

上映時間：① 10:30 〜 ② 14:00 〜 

原題：心香 

監督：スン・チョウ 

出演：フェイ・ヤン、チュウ・シュイ、 

ワン・ユイメイ、ハー・チエリン 

製作：1992年／中国／98分 

★場 所 りぶらホール 入場無料 

★定 員 コロナ対応のため、各回 100 名（先着順） 

開場の 30 分前 (9:30、13:00) から整理券を配布します。 

マスク着用の上、整理券に氏名と電話番号を記入してください。 

★上映の判断は、岡崎市新型コロナウィルス感染症対応ガイドラインに沿って行います。

警戒レベル４になった場合、もしくはりぶらサポータークラブの判断により急遽中止させ

ていただくこともあります。中止の広報はホームページ などで行いますが、急遽の判断

で間に合わない場合があることをご了承ください。 

★主 催 岡崎市立中央図書館・りぶらサポータークラブ 

「 シネマ・ド・りぶら 」 映画上映会のご案内 

第 89 回 6 月 17日(木)『レインメーカー』 
 

ベストセラー作家のジョン・グリシャムの『原告側弁護人』を原作に、

巨匠フランシス・フォード・コッポラが映画化した作品。  

若き弁護士が、悪徳巣食う法廷に挑む。弁護士の苦闘を描いた法廷ドラ

マ。 

 

上映時間：① 10:30 〜 ② 14:00 〜 

原題：The Rainmaker 

監督：フランシス・フォード・コッポラ  

出演：マット・デイモン 

製作：1997年／アメリカ／135分 

2021年 3月 31日現在 



2021 年 3 月 31 日現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図書館リサイクル本バザー」 

活動者募集 
日時：毎月第三火曜日 13:30～16:00 

場所：図書館東玄関 

内容：販売､場所設置や人員整理の 

お手伝い 他 

※マスク等をお持ちください。 

◆編集・発行：りぶらサポータークラブ 

〒444-0059 岡崎市康生通西 4-71 岡崎市図書館交流プラザ市民活動センター内 

TEL/0564-23-3114 FAX/0564-23-3142 携帯電話：070-5252-7263   

事務局：月・火・木・金・祝休：13:30 〜 16:30 

Mail：libra-sc@libra-sc.com https：//www.libra-sc.com 

 

 

 

「シネマ・ド・りぶら」 

活動者募集 
日時：5,6,8,10,12,2 月の月 1 回木曜日 

場所：りぶらホール 

内容：チラシ、コラムの作成印刷、関連

書籍の選択、運営打合せ参加、当

日の受付、会場整理案内 他 

※マスク等をお持ちください。 

「書架整理」 

ボランティア募集 
日時：開館時間内 

場所：図書館内 

（「こどもとしょしつ」は除きます） 

内容：書架整理のお手伝いです。 

初めての方は、レクチャーいたします

ので、りぶらサポータークラブ事務局

にお申し込みください。 

※マスクと手袋等をお持ちください。 

りぶらサポータークラブ 活動・賛助サポーター大募集‼ 
●活動サポーター イベント時のサポート、企画立案・運営など、 

りぶらを楽しく活用できる仕組みを 考えてもらえる方。 

●賛助サポーター 金銭面で活動を支えていただける方 

         個人(年間)：１口 2,000 円  団体(年間)：１口 10,000 円 

▷振込のご案内 

 ・{ゆうちょ銀行}から{ゆうちょ銀行}への振り込み 【名義】リブラサポータークラブ 

  【記号】12040 【番号】25429361 

 ・{他銀行}から{ゆうちょ銀行}への振り込み 【名義】リブラサポータークラブ  

  【店名】二〇八 【店番】208 【預金種目】普通預金 【番号】2542936 

※振込手数料はご負担ください。賛助いただいた方はその旨、事務局までお知らせください。 

ご参加お待ちして

おります。 

mailto:libra-sc@libra-sc.com

