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っ
て
　4／23～5／12は、
こどもの読書週間です。
オーテピア高知図書館の
こどもコーナーには、絵本
や物語だけでなく、スポーツ
や科学の本、調べものに
役立つ図鑑など、幅広い
分野の本、取りそろえて
います。
　また、こどもたちが心に
残る本と出会えるよう、
おはなし会などのイベント
も定期的に開催しています。
図書館でとびっきりの1冊
を見つけてみませんか。

高知市民図書館分館（潮江分館を除く旭分館、長浜分館、江ノ口分館、下知分館、春野分館）は、蔵書点検のため
3月2日（月）～3月6日（金）の期間休館します。
3月3日（火）～3月6日（金）は、オーテピア高知図書館、高知市民図書館分室は開館しておりますので、
そちらをご利用ください。

高知市民図書館分館の蔵書点検による休館について
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発
行

携帯電話・
スマートフォンは
こちらから

オーテピア高知図書館 検索

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はオーテピア高知図書館
ウェブ・サイトにもアップしていますので、ぜひご確認
ください。facebook、ブログも更新しています！

オーテピア高知図書館で開催するイベントやオススメをお届けする広報紙

オーテピア正面入口までの徒歩所要時間
とさでん交通電車 ：「大橋通」下車３分、「堀詰」下車５分
とさでん交通バス ：「帯屋町」「追手筋」下車２分、「大橋通」下車３分、
    「堀詰」下車５分

休館中は「高知市青年センター
（アスパルこうち）」に潮江市民図書
館を受取り場所に指定した予
約本などの受取り窓口（サービス
ポイント）を開設しています。
リフレッシュオープンは2020
年7月1日の予定です。このため、
サービスポイントは6月8日に閉
鎖します。

オーテピアアプリで本を検索しよう！

〒780-0842　高知市追手筋2-1-1　TEL:088-823-4946
FAX:088-823-9352　　電子メール：toiawase@library.kochi.jp
ウェブ・サイト ：https://otepia.kochi.jp/library

追手筋

帯屋町

●オーテピア高知図書館
　火曜～金曜 9:00～20:00
　土日祝 9:00～18:00
　7月と 8月の土曜日は
　20:00 まで開館

潮
江
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桟橋通
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vol.3
2020年３月号

①2020.02.10md

●高知市民図書館 分館
　火曜～金曜 10:00～18:00
　土日 10:00～17:00 ※祝日休館

●高知市民図書館 分室
　火曜～金曜 13:00～17:00
　土曜 10:00～17:00
　日曜 10:00～13:00 ※祝日休館

アプリ起動後最初の
画面の「所蔵検索」をタップ

検索ボタンをタップ

※アカウントを登録しなくても使えますが、アカウントを登録すると本の予約もスムーズにできて便利です。
　（アカウント登録は、前号＜2019年11月号＞のアプリの使い方①をご覧ください）
※下記の画面はAndroid版のものです。iOS版では画面が若干異なります。

●　とりあえず検索したいときは「キーワード」に
入力を。タイトルや著者名、出版社が分かって
いる場合には「タイトル」「著者名」「出版社」の
それぞれの欄に入力してください。

●　同じ欄に空白を挟んで複数の単語を入れる
と（例「図書館戦争 有川」）両方の単語が含ま
れる本を検索します。

１

所蔵検索画面に入力します２

3タップ！

タップ！

1文字でも探したい本
のタイトルなどと
異なっていると検索
できません。

注意！

単語で区切って
入れた方が見つけ
やすいです。

注意！

例
「パソコン入門」ではなく、
「パソコン　入門」と入力すれば、
より多くの本が見つかります！

このつづきはアプリの
使い方③で

所蔵検索結果が
出てきます4

スワイプ！

件数が多い場合は
下にスワイプすると
次の検索結果が
出てきます。※途中で再読み込み

に時間がかかってい
る場合は以下の表示
が出ますので、お待ち

ください。

開館時間 潮江市民図書館は耐震改修工事により休館

アクセス
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3月ー6月
イベント一覧こどもたちへのサービス

おはなし会に
きてね♪

　こどもコーナーには、特大絵本
やしかけ絵本、紙芝居、エプロン
シアター、外国語の絵本なども
あります。貸出しもできますので、
図書館の中だけでなく、ご家庭で
もお楽しみください。

特
集

注
目

学校等関係者の方へ

01
topic

こんなものも…!!02
topic

04
topic

　こどもと本を結びつける活動をされている方などを
対象に勉強会や読書会を開催しています。
　お気軽にご参加ください。

　小学校や保育園・幼稚園等を対象と
した図書館見学を受け付けています。
図書館見学ツアーや、館内での自由な
読書など、ご要望に合わせて行って
います。
　また、こどもカウンター奥には、「児童

勉強会・
読書会03

topic

春休みのライブラリーコンサート
「デュオ ナトゥールの

～きいて うたって たのしんじゃおう♪～」
2020年3月21日（土）14:00～15:00

　一台のピアノを2人で奏でる‘連弾’は、見ても聴いても、とても楽しい演奏
スタイルです。クラシックをメインに、ポピュラー、映画音楽、日本の唱歌など
幅広いレパートリーを持つ「ナトゥール」の、魅力あふれるステージをどうぞ
お楽しみください♪
●出　　演：デュオ ナトゥール
●場　　所：２階こども読書コーナー

当日の混雑状況によっては、立ち見をお願いすることや演奏者が
見えない、コーナーの中に入れないこともありますのでご了承ください。

●対　　象：どなたでも（ちいさなお子様もOKです）
●参加方法：申込不要・無料
●共　　催：NPO法人こうち音の文化振興会

オーテピア高知図書館
NPO法人こうち音の文化振興会さんに
よる『こどものためのコンサートプロジェ
クト「おんがくのもり」』の一環として開催
します。

手話で楽しむおはなし会
2020年３月29日（日）10：30～11：00

　絵本の読み聞かせに手話通訳がつきます。
　聞こえる子も聞こえない子も一緒に楽しめます。
●場　　所：２階こども読書コーナー
●対　　象：３さい～小学生と保護者、

手話に興味のある方
●参加方法：申込不要・無料

こどもの読書週間にちなんだ講演会
「スポーツライター高樹ミナさんに学ぶ

オリパラの楽しみ方」
2020年５月6日（水・振）13：30～15：00

　スポーツの魅力を本や雑誌で伝える「スポーツライター」という仕事を知っ
ていますか。スポーツライターだからこそ知る「オリンピック・パラリンピックの
楽しみ方」を、おすすめ本を交えてお話しいただきます。これを聞けば、オリパラ
を倍楽しめること間違いなし！
●講　　師：高樹ミナさん

（スポーツライター、2007～2010年 2020年東京五輪・
 パラリンピック招致委員会在籍）

●場　　所：４階ホール
●対　　象：県内在住または在学中の中高生世代（中学

生～18歳）とその保護者等
（先着80名）

●申込方法：メール（toiawase@library.kochi.jp）・FAXほか
4月7日（火）10:00から受付開始
詳細は、オーテピア高知図書館ウェブ・サイト
または館内で配布しているチラシをご覧
ください（3月下旬頃公開・配布開始予定）。

pickup! 2020年 参加費
無料

記載のないものは
申込不要・先着順

こどもと本の出会いを
手だすけします！

　こどもコーナー
には、赤ちゃんから
小学生までを対象とした
本、新聞や雑誌などを
置いています。子育てに
関する本やチラシをピックアップしている
「子育て応援コーナー」、こどもの読書活動
支援に関する本や児童書の研究書などをそ
ろえた「児童図書研究コーナー」もあります。
そのほかに、調乳用給湯器、おむつ交換台、
授乳ブースが使える「ベビールーム」やこども
用トイレなどの設備も充実しています。ぜひ
ご利用ください。

毎月第１水曜日　２階 おはなしのへや
ちいさいひとたちのための
絵本とおはなしにであう会
●10：30～11：00
●対象：０～３さいの赤ちゃんと保護者

毎月第１日曜日（５月は第３日曜日）　２階 おはなしのへや
HELLO WORLD
～外国語のおはなし会～
●10：00～10：45　幼児の部
●11：00～11：45　小学生の部

毎月第２土曜日　３階 グループ室５
若者進路相談会
●11：00～17：00　
●対象：（3月）就職や進路に不安を感じている
           15歳～39歳の方とその家族
　　　　　（4月～）就職や進路に不安を感じている
           15歳～49歳の方とその家族

毎月第３日曜日　
館内ツアー（個人向け）
図書館活用ミニ講座
●13：30～14：30
●対象：どなたでも　※先着10名（要事前申込）
●申込方法：前日までに電話（088-823-4946）
 もしくは窓口まで

毎月第４水曜日　４階 研修室
市民句会
●13：15～16：00
●対象：どなたでも

奇数月第３水曜日　４階 研修室
いきいき音読倶楽部
●10：00～11：00　
●対象：シニア世代の方　※定員20名

３月21日（土）、４月11日（土）、５月９日（土）、６月20日（土）
４階 ホール
映画会
●10：00～午前の部、14：00～午後の部
●対象：中学生以上の方
　※各回先着130名（当日整理券配布）

３月15日（日）　４階 ホール
第44回高知県短詩型文学賞授賞式
●10：00～12：00
●対象：受賞者、関係者、短詩型文学に興味のある方

3月22日（日）　4階 ホール
図書館活用講座
「いざというときに備えて知っておきたい相続と遺言
  の基礎知識」
●13:30～15:30（受付：13:00～）
●講師：［講演］弁護士 中島 香織さん
　　　（あさひの風法律事務所）
         ［役立つ資料紹介］オーテピア高知図書館職員
●対象：どなたでも（先着40名）
●申込方法：3月20日（金）までにメール
　　　　（toiawase@library.kochi.jp）・FAXほか
　　　　詳細は、オーテピア高知図書館ウェブ・
　　　　サイトをご覧ください。

４月19日（日）まで　３階 展示室
『昭和の博覧会と肖像写真
 オーテピア高知図書館お宝紹介その１』

４月25日（土）～７月15（水）まで　３階 展示室
『オーテピア高知図書館お宝紹介その２』

詳細は、オーテピア高知図書館
ウェブ・サイトで随時お知らせします。
問い合わせはTEL:088-823-4946　FAX：088-823-9352まで

こどもコーナー
の紹介

利
用
に
つ
い
て
は
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●　ぴった～あかちゃんのおはなしかい～
毎週土曜日10：00～10：20　対象：赤ちゃんと保護者
２階  おはなしのへや

●　おはなしのじかん
毎週土曜日10：30～11：00
対象：３さい～小学生
２階  おはなしのへや

●　ストーリーテリング勉強会
毎月第2水曜日　9：30～11：30　対象：大人
4階集会室（6月は4階研修室）
「ストーリーテリング」とは、昔話や物語を覚えて語ること
です。勉強会では、こどもに向けて語りたい「おはなし」を、
語って聞いて、感想などを話し合います。

●　子どもの本の読書会
毎月第2木曜日10：00～11：30　対象：大人
4階集会室（6月は4階研修室）
児童書の中から毎月１冊課題図書を選び、参加者全員が
事前に読んで、感想を語り合います。

図書選定支援コーナー」があります。
出版されてから１年以内の児童書を
見本として置いています。学校など
で使う本を選ぶときの参考として、
ご活用ください。

前回の手話で楽しむおはなし会の様子

高樹ミナさん

デュオ ナトゥール

このほかにも、
こども向けの
楽しい行事が
たくさんあります♪

申込不要
参加費無料

申込不要
参加費無料
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イベント一覧こどもたちへのサービス

おはなし会に
きてね♪

　こどもコーナーには、特大絵本
やしかけ絵本、紙芝居、エプロン
シアター、外国語の絵本なども
あります。貸出しもできますので、
図書館の中だけでなく、ご家庭で
もお楽しみください。

特
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目
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01
topic
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topic

04
topic

　こどもと本を結びつける活動をされている方などを
対象に勉強会や読書会を開催しています。
　お気軽にご参加ください。

　小学校や保育園・幼稚園等を対象と
した図書館見学を受け付けています。
図書館見学ツアーや、館内での自由な
読書など、ご要望に合わせて行って
います。
　また、こどもカウンター奥には、「児童

勉強会・
読書会03

topic

春休みのライブラリーコンサート
「デュオ ナトゥールの

～きいて うたって たのしんじゃおう♪～」
2020年3月21日（土）14:00～15:00

　一台のピアノを2人で奏でる‘連弾’は、見ても聴いても、とても楽しい演奏
スタイルです。クラシックをメインに、ポピュラー、映画音楽、日本の唱歌など
幅広いレパートリーを持つ「ナトゥール」の、魅力あふれるステージをどうぞ
お楽しみください♪
●出　　演：デュオ ナトゥール
●場　　所：２階こども読書コーナー

当日の混雑状況によっては、立ち見をお願いすることや演奏者が
見えない、コーナーの中に入れないこともありますのでご了承ください。

●対　　象：どなたでも（ちいさなお子様もOKです）
●参加方法：申込不要・無料
●共　　催：NPO法人こうち音の文化振興会

オーテピア高知図書館
NPO法人こうち音の文化振興会さんに
よる『こどものためのコンサートプロジェ
クト「おんがくのもり」』の一環として開催
します。

手話で楽しむおはなし会
2020年３月29日（日）10：30～11：00

　絵本の読み聞かせに手話通訳がつきます。
　聞こえる子も聞こえない子も一緒に楽しめます。
●場　　所：２階こども読書コーナー
●対　　象：３さい～小学生と保護者、

手話に興味のある方
●参加方法：申込不要・無料

こどもの読書週間にちなんだ講演会
「スポーツライター高樹ミナさんに学ぶ

オリパラの楽しみ方」
2020年５月6日（水・振）13：30～15：00

　スポーツの魅力を本や雑誌で伝える「スポーツライター」という仕事を知っ
ていますか。スポーツライターだからこそ知る「オリンピック・パラリンピックの
楽しみ方」を、おすすめ本を交えてお話しいただきます。これを聞けば、オリパラ
を倍楽しめること間違いなし！
●講　　師：高樹ミナさん

（スポーツライター、2007～2010年 2020年東京五輪・
 パラリンピック招致委員会在籍）

●場　　所：４階ホール
●対　　象：県内在住または在学中の中高生世代（中学

生～18歳）とその保護者等
（先着80名）

●申込方法：メール（toiawase@library.kochi.jp）・FAXほか
4月7日（火）10:00から受付開始
詳細は、オーテピア高知図書館ウェブ・サイト
または館内で配布しているチラシをご覧
ください（3月下旬頃公開・配布開始予定）。

pickup! 2020年 参加費
無料

記載のないものは
申込不要・先着順

こどもと本の出会いを
手だすけします！

　こどもコーナー
には、赤ちゃんから
小学生までを対象とした
本、新聞や雑誌などを
置いています。子育てに
関する本やチラシをピックアップしている
「子育て応援コーナー」、こどもの読書活動
支援に関する本や児童書の研究書などをそ
ろえた「児童図書研究コーナー」もあります。
そのほかに、調乳用給湯器、おむつ交換台、
授乳ブースが使える「ベビールーム」やこども
用トイレなどの設備も充実しています。ぜひ
ご利用ください。

毎月第１水曜日　２階 おはなしのへや
ちいさいひとたちのための
絵本とおはなしにであう会
●10：30～11：00
●対象：０～３さいの赤ちゃんと保護者

毎月第１日曜日（５月は第３日曜日）　２階 おはなしのへや
HELLO WORLD
～外国語のおはなし会～
●10：00～10：45　幼児の部
●11：00～11：45　小学生の部

毎月第２土曜日　３階 グループ室５
若者進路相談会
●11：00～17：00　
●対象：（3月）就職や進路に不安を感じている
           15歳～39歳の方とその家族
　　　　　（4月～）就職や進路に不安を感じている
           15歳～49歳の方とその家族

毎月第３日曜日　
館内ツアー（個人向け）
図書館活用ミニ講座
●13：30～14：30
●対象：どなたでも　※先着10名（要事前申込）
●申込方法：前日までに電話（088-823-4946）
 もしくは窓口まで

毎月第４水曜日　４階 研修室
市民句会
●13：15～16：00
●対象：どなたでも

奇数月第３水曜日　４階 研修室
いきいき音読倶楽部
●10：00～11：00　
●対象：シニア世代の方　※定員20名

３月21日（土）、４月11日（土）、５月９日（土）、６月20日（土）
４階 ホール
映画会
●10：00～午前の部、14：00～午後の部
●対象：中学生以上の方
　※各回先着130名（当日整理券配布）

３月15日（日）　４階 ホール
第44回高知県短詩型文学賞授賞式
●10：00～12：00
●対象：受賞者、関係者、短詩型文学に興味のある方

3月22日（日）　4階 ホール
図書館活用講座
「いざというときに備えて知っておきたい相続と遺言
  の基礎知識」
●13:30～15:30（受付：13:00～）
●講師：［講演］弁護士 中島 香織さん
　　　（あさひの風法律事務所）
         ［役立つ資料紹介］オーテピア高知図書館職員
●対象：どなたでも（先着40名）
●申込方法：3月20日（金）までにメール
　　　　（toiawase@library.kochi.jp）・FAXほか
　　　　詳細は、オーテピア高知図書館ウェブ・
　　　　サイトをご覧ください。

４月19日（日）まで　３階 展示室
『昭和の博覧会と肖像写真
 オーテピア高知図書館お宝紹介その１』

４月25日（土）～７月15（水）まで　３階 展示室
『オーテピア高知図書館お宝紹介その２』

詳細は、オーテピア高知図書館
ウェブ・サイトで随時お知らせします。
問い合わせはTEL:088-823-4946　FAX：088-823-9352まで

こどもコーナー
の紹介

利
用
に
つ
い
て
は
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●　ぴった～あかちゃんのおはなしかい～
毎週土曜日10：00～10：20　対象：赤ちゃんと保護者
２階  おはなしのへや

●　おはなしのじかん
毎週土曜日10：30～11：00
対象：３さい～小学生
２階  おはなしのへや

●　ストーリーテリング勉強会
毎月第2水曜日　9：30～11：30　対象：大人
4階集会室（6月は4階研修室）
「ストーリーテリング」とは、昔話や物語を覚えて語ること
です。勉強会では、こどもに向けて語りたい「おはなし」を、
語って聞いて、感想などを話し合います。

●　子どもの本の読書会
毎月第2木曜日10：00～11：30　対象：大人
4階集会室（6月は4階研修室）
児童書の中から毎月１冊課題図書を選び、参加者全員が
事前に読んで、感想を語り合います。

図書選定支援コーナー」があります。
出版されてから１年以内の児童書を
見本として置いています。学校など
で使う本を選ぶときの参考として、
ご活用ください。

前回の手話で楽しむおはなし会の様子

高樹ミナさん

デュオ ナトゥール

このほかにも、
こども向けの
楽しい行事が
たくさんあります♪

申込不要
参加費無料

申込不要
参加費無料



こ
ど
も
と

本
の
幸
せ
な

出
会
い
を
願
っ
て
　4／23～5／12は、
こどもの読書週間です。
オーテピア高知図書館の
こどもコーナーには、絵本
や物語だけでなく、スポーツ
や科学の本、調べものに
役立つ図鑑など、幅広い
分野の本、取りそろえて
います。
　また、こどもたちが心に
残る本と出会えるよう、
おはなし会などのイベント
も定期的に開催しています。
図書館でとびっきりの1冊
を見つけてみませんか。

高知市民図書館分館（潮江分館を除く旭分館、長浜分館、江ノ口分館、下知分館、春野分館）は、蔵書点検のため
3月2日（月）～3月6日（金）の期間休館します。
3月3日（火）～3月6日（金）は、オーテピア高知図書館、高知市民図書館分室は開館しておりますので、
そちらをご利用ください。

高知市民図書館分館の蔵書点検による休館について

2020年３月号  1４  2020年３月号

3
月
・
7
月
・
11
月
の

年
３
回
発
行

携帯電話・
スマートフォンは
こちらから

オーテピア高知図書館 検索

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はオーテピア高知図書館
ウェブ・サイトにもアップしていますので、ぜひご確認
ください。facebook、ブログも更新しています！

オーテピア高知図書館で開催するイベントやオススメをお届けする広報紙

オーテピア正面入口までの徒歩所要時間
とさでん交通電車 ：「大橋通」下車３分、「堀詰」下車５分
とさでん交通バス ：「帯屋町」「追手筋」下車２分、「大橋通」下車３分、
    「堀詰」下車５分

休館中は「高知市青年センター
（アスパルこうち）」に潮江市民図書
館を受取り場所に指定した予
約本などの受取り窓口（サービス
ポイント）を開設しています。
リフレッシュオープンは2020
年7月1日の予定です。このため、
サービスポイントは6月8日に閉
鎖します。

オーテピアアプリで本を検索しよう！

〒780-0842　高知市追手筋2-1-1　TEL:088-823-4946
FAX:088-823-9352　　電子メール：toiawase@library.kochi.jp
ウェブ・サイト ：https://otepia.kochi.jp/library

追手筋

帯屋町

●オーテピア高知図書館
　火曜～金曜 9:00～20:00
　土日祝 9:00～18:00
　7月と 8月の土曜日は
　20:00 まで開館

潮
江
市
民
図
書
館

（
工
事
中
）

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

予約本
受取り窓口

県
民
体
育
館

返却ポスト

エレベーター

入口

事務室

サークル会議室

桟橋通

アスパルこうち
１階

vol.3
2020年３月号

①2020.02.10md

●高知市民図書館 分館
　火曜～金曜 10:00～18:00
　土日 10:00～17:00 ※祝日休館

●高知市民図書館 分室
　火曜～金曜 13:00～17:00
　土曜 10:00～17:00
　日曜 10:00～13:00 ※祝日休館

アプリ起動後最初の
画面の「所蔵検索」をタップ

検索ボタンをタップ

※アカウントを登録しなくても使えますが、アカウントを登録すると本の予約もスムーズにできて便利です。
　（アカウント登録は、前号＜2019年11月号＞のアプリの使い方①をご覧ください）
※下記の画面はAndroid版のものです。iOS版では画面が若干異なります。

●　とりあえず検索したいときは「キーワード」に
入力を。タイトルや著者名、出版社が分かって
いる場合には「タイトル」「著者名」「出版社」の
それぞれの欄に入力してください。

●　同じ欄に空白を挟んで複数の単語を入れる
と（例「図書館戦争 有川」）両方の単語が含ま
れる本を検索します。

１

所蔵検索画面に入力します２

3タップ！

タップ！

1文字でも探したい本
のタイトルなどと
異なっていると検索
できません。

注意！

単語で区切って
入れた方が見つけ
やすいです。

注意！

例
「パソコン入門」ではなく、
「パソコン　入門」と入力すれば、
より多くの本が見つかります！

このつづきはアプリの
使い方③で

所蔵検索結果が
出てきます4

スワイプ！

件数が多い場合は
下にスワイプすると
次の検索結果が
出てきます。※途中で再読み込み

に時間がかかってい
る場合は以下の表示
が出ますので、お待ち

ください。

開館時間 潮江市民図書館は耐震改修工事により休館

アクセス


