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岸和田市

図書館だより

2019 年 5 月号
大人も子どもも楽しめる

岸和田発見⑤

郷土資料シリーズ、完結！

岸和田のくらしとまつり
～郷土の暮らしを見つめよう～
岸和田の子どもたちに郷土に愛着をもってほしいとの思いから、図
書館では、子ども向け郷土資料を作成しています。これまでに、『岸
和田城』『岸和田の昔話』『岸和田ゆかりの人』『岸和田の産業』の
４巻を発行しました。
この度、岸和田各地域の生活文化・風俗・習慣・祭りなどの行事を
紹介した『岸和田のくらしとまつり』が完成しました。郷土の伝統を
考えるきっかけになればうれしく思います。
子ども向け郷土資料シリーズは、市内の小中学校に配布するほか、
市内 6 図書館で貸出・販売（500 円・税込）しています。

岸和田市図書館友の会

「岸和田再発見教室」毎月第４水曜日 スタート！
テーマは、
【幕末・維新から明治時代の岸和田】です。岸和田市立図書館が発行した「岸和田の幕末・維新もお
もしろい」
「明治時代から大正へ」の冊子の読み合わせをしながら、楽しく自由に話し合いましょう。
岸和田のことを勉強してみようかなと思っているみなさん。気軽にご参加ください。
■日時 毎月第４水曜日（初回 5／22） 午後２時～４時

岸和田市立桜台市民センター３階 会議室２

■定員 20 名（申込み先着順）
■申込み・問合せ 直接または☎（072-422-2142）で、図書館本館へ
■参加費 年間 2000 円（前期 1000 円・後期 1000 円）※別途、図書館友の会年会費 1000 円が必要です。
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クララさんの部屋
～ストーリーテリング・絵本・手遊びなどを一緒に楽しみましょう～

新しいおはなし会、はじまります！
初回
５／２５
（土）

【日時】
【場所】
【内容】
【対象】
【申込】

第４土曜日（月により変更あり）午後２時～（30 分程度）
桜台図書館絵本コーナー
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ、手遊び、話の出典紹介
５歳くらい～小学生
不要（当日直接お越しください）

本館２階のトイレを洋式化しました。
３月 15 日（金）より改修工事のため利用を停止しご不便をおかけしており
ましたが、皆様のご理解・ご協力により、工事を完了することができました。
ご協力いただきありがとうございました。
２階

男子トイレ
女子トイレ

司書おすすめの一冊

全２据中
全３据中

1 据洋式化（ウォシュレット）
２据洋式化（ウォシュレット）

『MAKINO』高知新聞社／編

北隆館

日本中を歩いて採取し、標本収集した植物は約
40 万点。命名した植物の名前は約 1500 種類。
「日本の植物界の父」と呼ばれ、生涯を植物に
捧げた牧野富太郎とは、どんな人物だったのでし
ょうか。
牧野の名前が冠された「牧野日本植物図鑑」が
刊行されたとき、富太郎は 78 歳になっていました。
半世紀以上を費やし、様々な挑戦と挫折を重ね、
ようやく完成した図鑑は、増補や改訂・改版を重
ね、また学生版やコンパクト版などスタイルを変
え、現在でもなお書店に並び、売れ続けています。

今月のおはなし会
旭図書館

桜台図書館
桜台図書館キャラクター
「パパン(父)とコパン(子ども)」

★

★

祝日おたのしみ会（申込み不要）旭図書館キャラクター
「きりた」

工作をします。

祝日おたのしみ会（申込み不要）
絵本の読み聞かせをします。

日時
日時 ５月 3 日（金）・5 月 5 日（日）
午前１１時～（３0 分程度）

★

だっこでおはなし会
ａｔさくらだい
（乳幼児向け）
絵本の読み聞かせやわらべ歌などをします。

日時
場所

5 月 16 日（木）午前 10 時 30 分～
（30 分程度・途中入退室自由です）
桜台市民センター １階 大会議室

★

５月 4 日（土）午後 2 時～（30 分程度）

ちいさなおはなし会
「きりたくんといっしょ！」（乳幼児向け）

絵本コーナーで、絵本の読み聞かせやわらべ歌
などをします。
日時 ５月 8・15・22・29 日（水）
午前 10 時 30 分～ （20 分程度）

★

小学生向けおはなし会「キリタくんタイム」

絵本コーナーで、絵本の読み聞かせや本の紹介を
します。

春木図書館
★

日時 ５月 8 日（水）午後４時～（20 分程度）
春木図書館キャラクター
「こはる」

祝日おたのしみ会（申込み不要）
折り紙をします。
日時

５月 4 日（土）午前１１時～
（３0 分程度）
★ ミニおはなし会
（乳幼児向け 申込み不要）
絵本の読み聞かせや工作などをします。
日時

５月 25 日（土）午後２時～
（３0 分程度）

八木図書館
★

山直図書館
★ 祝日おたのしみ会（申込み不要）山直図書館キャラクター
絵本の読み聞かせをします。

「ももた(兄)とももこ(妹)」

日時 ５月 5 日（日）午後２時～（３０分程度）

本館
今月はお休みです。
６月の開催をお楽しみに！

祝日おたのしみ会（申込み不要）
５月 3 日（金）折り紙をします。
5 月 5 日（日）工作をします。
午後 2 時～（３0 分程度）

岸和田市立図書館キャラクター
「くまた(兄)とちきり(妹)」

日時

★

めぇ～とくんのおはなしひろば

八木図書館キャラクター
「めぇーと」

★

めぇ～とくんたいむ
（乳幼児向け 申込み不要）

（幼児～小学生向け 申込み不要）
紙芝居やストーリーテリング、絵本も楽しめます！

絵本の読み聞かせやわらべ歌、手遊びで
親子一緒に楽しい時間を過ごしませんか？

日時

日時

５月 23 日（木）午後 4 時～（30 分程度）

５月 28 日（火）午前 10 時 30 分～
（20 分程度）

岸和田ブックフェスタ
まちライブラリーブックフェスタ 2019 in 関西
とは・・・

に今年も参加します！

開催期間：4/21（日）～5/19（日）

まちライブラリーや公共図書館、 書店など「本がある場所（ブックスポット）」が協力し、
それぞれの場所で本にまつわるイベントを開催する

「本のお祭り」です。

各
図
書
館
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

災害は忘れたころにやってくる
～過去の災害をみんなで学ぼう～

５／４（土）14：30～16：00
カタリスト 岡本康敬さん（まちライブラリー＠大阪府立大学）
「災害」に関する本を持って集合しましょう！本がなくても参加で
きます。
■申込 当日先着 20 名

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、

繊維の魅力にせまる
～綿花を植えてみよう～

■会場 岸和田市まちづくりの館 （岸和田市本町 8-8）
※駐車場はありません。
■主催 岸和田ブックフェスタ実行委員会

５／１１（土）10：00～14：00
繊維産業の現状や課題を考えます。午後からは、
和歌山大学の学生とともに繊維のもととなる綿花を植

「旅する本（おすすめ本）」の交換市

えてみましょう。
■申込 先着 20 名

５／５（日）13：00～16：00
誰かに読んでほしいおすすめの本を持ち寄り、次の読み手に宛
てたメッセージを添えて交換しませんか？
一人３冊以内、ご持参の冊数だけ持ち帰ることができます。

5 月 7 日までに、氏名・連絡先を明記の上、
和歌山大学岸和田サテライトへ
岸和田市港緑町 1-1 波切ホール 2F
☎・FAX 072-433-0875
ｅ-mail kishiwadastaff＠center.wakayama-u.ac.jp

■申込 本館 1 階カウンターに本をご持参ください。
■会場 本館１階フロア
■主催 岸和田市立図書館

■会場 本館
■主催 和歌山大学岸和田サテライト・夢つむぎ会・
和歌山大学援農サークル agrico.

Library で、Live あり？Vol.３

「君たちはなぜ走るか」
～ランナー井戸端会議～

５／１１（土）14：00～16：00
好きなＣＤや本があれば持って来てください。音楽を聴き
ながら、音楽や本の話を楽しみましょう。開催中、出入り自

５／１２（日）15：00～17：00
本をまじえて情報交換しませんか。走り出したきっかけ、
継続の秘訣、お気に入りのランニングコースなどについて

由です。

話しましょう。これからはじめようとしている方も大歓迎。
影響を受けた、または参考にしている本を

■申込 不要

持ってきてください。本がなくても参加できます。

■会場 本館１階フロア
■主催 岸和田ブックフェスタ実行委員会

■申込 不要
■会場 本館１階フロア
■主催 岸和田ブックフェスタ実行委員会

プロ婚活コーチが教える、
彼氏ができる読書術

知的書評合戦ビブリオバトル

５／１８（土）10：30～12：00

５／１９（日）14：00～16：00

講師：松浪敬子氏
発表者のおすすめ本の紹介を聞いて、投票を行い、参
あなたにあった本選びと読書術で恋活・婚活する！とい
う、図書館ならではのセミナーです。結婚相談所よりも高い

加者が一番読みたくなった本（「チャンプ本」）を決定しま
す。今回、テーマはなんでもＯＫ！

成婚率を誇る講師を囲んで楽しみましょう。
■申込 発表者（バトラー）は本館へ。
観覧は、申込不要です。

■申込 不要

■会場 本館 3 階視聴覚室

■会場 本館１階フロア

■主催 岸和田ブックフェスタ実行委員会

■主催 岸和田ブックフェスタ実行委員会

◆◇◆ 詳しくは、館内設置のパンフレット・チラシ・図書館のホームページをご覧ください。 ◆◇◆
【問合せ】 岸和田市立図書館（本館） ☎ 072-422-2142 岸和田市岸城町 1-18

「図書館友の会ニュース

４月号」発行

友の会活動報告や行事案内、友の会各教室生の詩・俳句・短歌・文章が掲載されています。各図書
館に設置していますので、手に取ってご覧ください。

「岸和田市図書館友の会」総会

６／1（土）午後１時～２時

本館３階視聴覚室

今までの活動に加え、より市民に開かれ親しまれる会を目指し、新しく「岸和田再発見教室」を始めま
す。
「友の会」って具体的にどんなことをしているの？と興味がある方の参加もお待ちしています。
総会終了後は、落語会を楽しみましょう。※会員でない方も参加できます。



新着

録音・点字図書案内 

録音図書
『猫たちの星座 ～コンビニたそがれ堂８』 村山 早紀／著
『恩讐街道 ～剣客相談人 20』 森 詠／著
『髪結いの女 ～浮世小路父娘捕物帖（うきよこうじおやことりものちょう）3』
高城 実枝子（たかぎ みえこ）／著
『御庭番秘聞』 小松 重男／著
『あじさい揚げと金平糖 ～ゆきうさぎのお品書き６』 小湊 悠貴／著
点字図書
今月はありません

自 動 車 文 庫 巡 回 日
ステーション

日時

ステーション

東ヶ丘町

5/11（土）、6/1（土）
14：00～15：00

上松台西

日時

修斉

5/7（火）、6/11（火）
14：30～16：15

5/5（日）6/2（日）
9：45～10：30

河合町

5/9（木）、6/13（木）
14：30～16：00

上松台東

5/5（日）、6/2（日）
11：00～11：45

岡山町黄金塚

5/12（日）、6/9（日）
11：00～11：45

内畑町

5/14（火）、6/6（木）
14：30～16：00

尾生町

5/16（木）、6/20（木）
14：30～16：00

下池田町東

5/18（土）、6/8（土）
15：30～16：15

若葉ヶ丘町

5/25（土）、6/22（土）
15：30～16：15

星和上松台

5/19（日）、6/16（日）
9：45～10：30

天神山町

5/26（日）、6/23（日）
10：00～11：00

葛城町

5/19（日）、6/16（日）
11：00～11：45

稲葉町

5/23（木）、6/27（木）
14：30～16：00

市民病院

5/26（日）、6/23（日）
14：30～15：30

☆雨天の場合は、中止となります。代替日設定が可能な場合は、臨時で巡回することがあります。
問合せは、市立図書館422‐2142（自動車文庫担当）まで。
＜問合せ先＞
市立図書館(本館) 422-2142
旭 図 書 館 428-6200
山直図書館 441-7575
春木図書館 436-0679
八木図書館 443-6849
桜台図書館 428-9230

発行日：2019 年 5 月 1 日
編集・発行 岸和田市立図書館
岸和田市岸城町 1－18
（ホームページ）
ＰＣ用：http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/toshokan/
携帯用：https://www.tosyokan-kishiwada.jp/WebOpac/mobile/index.do

