図書館だより
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岸和田市

2019 年６月号

ととりべのよろずと忠犬シロ

岸和田のむかし話
紙芝居シリーズ第３弾！

岸和田市八田町に伝わる昔ばなしを
わかりやすい紙芝居にしました。
ととりべのよろずは、「捕鳥部萬」と書き、６世紀
に勢力を誇った物部守屋（もののべの・もりや）に
仕えた人物です。 戦いに敗れた萬が自害した
際、飼い犬のシロが萬の首を守り、シロは物も食
べず伏したまま死んでしまいました。このはなしが朝
廷に伝わり、なんと忠義深い犬がいるものだと、萬
とシロの墓を作らせ丁重に葬ることを命じたというこ
とです。
これは、『日本書記』にも記されている逸話です。
岸和田のむかし話紙芝居シリーズには、岡山町に伝わる『すつぼ池』
、南町に伝わる『たこじぞうものがたり』
があり、いずれも小学校に配布するほか、市内６図書館で貸出しています。
紙芝居枠も貸出できますので、カウンターにお声がけください。

松浪敬子氏と一緒に

プロ婚活コーチ

【日時】 ６月８日（土）１０時３０分～１２時 ※申込不要
【場所】 岸和田市立図書館（本館）

☎072-422-2142
主催：岸和田ブックフェスタ実行委員会

図書館カレンダー
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「平成 31 年度 子供の読書活動優秀実践図書館」
として文部科学省から表彰を受けました！

長年の子ども読書活動への取組みが認められ、岸和田市立図書館はこのたび文部科学省から、「平成 31 年度子
供の読書活動優秀実践図書館」として表彰されました。
文部科学省では毎年、子どもの読書活動推進のため、特色のある優れた実践を行っている学校・図書館・団体
（個人）に対し、その実績をたたえ、文部科学大臣表彰を行っています。岸和田市では、平成 24 年度に「岸和田市
子ども文庫連絡会」が団体として、表彰されています。
※詳細については、インターネット上の文部科学省「平成 31 年度子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個
人）の文部科学大臣表彰について」のページをご覧ください。

岸和田市立図書館（本館）２階テーマ展示

男女参画啓発企画

Part.2

「これからの働き方改革」
【展示期間】６月１日（土）～６月 30 日（日）

～ みんなで「読書の木」を育てましょう ～

「

どなたでも参加いただけます!
【期間】

～6 月 30 日（日）【場所】

♪ 参加ルール

本館１階入り口

♪

１階入り口に備えつけてある「葉っぱ」にメッ
セージ（感想でもおすすめ文でも OK！）
・本のタイ
トル・ペンネームを書く。
「葉っぱ」を枝に貼る。

今月のおはなし会
本館

旭図書館
★ ちいさなおはなし会

岸和田市立図書館キャラクター
おはなし会（申込み不要）「くまた(兄)とちきり(妹)」

★

「きりたくんといっしょ！」

旭図書館キャラクター
「きりた」

（乳幼児向け・申込み不要）
日時

６月２日（日）午前１１時～（２０分程度）

場所

１階 えほんのへや

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

春木図書館
★

ミニおはなし会
（乳幼児向け・申込み不要）

春木図書館キャラクター
「こはる」

★ 小学生向けおはなし会「キリタくんタイム」
（申込み不要）
絵本コーナーで、絵本の読み聞かせや本の紹介を
します。

絵本コーナーで、絵本の読み聞かせや工作などをしま
す。
日時

日時

６月 2２日（土）午後２時～（30 分程度）
（３0 分程度）

★
めぇ～とくんたいむ
（乳幼児向け・申込み不要）

八木図書館キャラクター
「めぇーと」

絵本コーナーで、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

★

６月１２日（水）午後４時～（20 分程度）

山直図書館

八木図書館
★

６月５・1２・１９・2６日（水）
午前 10 時 30 分～（20 分程度）

６月 2５日（火）午前 10 時 30 分～
（20 分程度）

さわらび文庫のおはなし会

山直図書館キャラクター
「ももた(兄)とももこ(妹)」

（申込み不要）
絵本の読み聞かせや折り紙・工作などをします。
日時 ６月２２日（土）午後２時～３時
場所 山直市民センター

１階 児童保育室

めぇ～とくんのおはなしひろば
（幼児～小学生向け・申込み不要）

★
絵本コーナーで、紙芝居やストーリーテリング、
絵本も楽しめます！

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

日時

６月 2７日（木）午後 4 時～（30 分程度）

桜台図書館

日時

６月２０日（木）午前 10 時 30 分～
（30 分程度・途中入退室自由です）
場所 桜台市民センター １階 大会議室

★ クララさんの部屋
（5 歳～小学生向け・申込み不要）
絵本コーナーで、ストーリーテリングや絵本・手遊びなどを
いっしょに楽しみましょう。
日時

６月２2 日（土）午後 2 時～（30 分程度）

桜台図書館キャラクター
「パパン(父)とコパン(子ども)」

岸和田ブックフェスタ

4/27（土） 本館

岸和田のこころに残る
景観をみんなで話そう

開催しました！
4/21（日）～5/19（日）
4/27（土） 本館

プロ婚活コーチが教える、
恋愛モテ術・結婚モテ術

岸和田市都市計画課の主催イベントです。投影された岸和
田の景観写真鑑賞・おすすめ本・撮影した写真の紹介に、
コミュニケーションに必要な信頼関係を築くコツを多数

懐かしい思い出話も飛び出しました。

教えてくださいました。恋愛関係だけでなく、職場の人
間関係や友人関係に応用できる内容でした。

読み終えて、次に誰かに読んでもらいたい本にメッセージ
を添えて旅立たせます。そして、持ち寄った冊数分だけ持
って帰ることができます。約 50 冊の本が交換されました。

5/4（土） まちづくりの館
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～

5/5（日） 本館
過去の資料などを見ながら話し合いました。自助・共

旅する本
（おすすめ本）の交換市

助・公助でどこまでできるのか、地道に活動されている
みなさんのおはなしは、大変勉強になりました。

5/11（土） 本館
繊維の魅力にせまる
～綿花を植えてみよう～

全国コットンサミット実行委員会事務局・松本隆氏
による、綿花の歴史や地元産業活性化につながる貴
重なおはなし。参加者の体験も語り合いました。

昼からは、綿の種植え。秋の収穫まで大事に育てます！

子ども向け
イベント報告

3/24 山直図書館 ママさん吹奏楽団
シエスタさん 春休み吹奏楽コンサート
迫力の生演奏。みんな熱心に聴き入
っていました。

司書おすすめの一冊

『１ドルの価値／賢者の贈り物』
せりざわ

O・ヘンリー／著

芹澤

めぐみ

恵 ／訳

光文社

「最後の一葉」で有名な O・ヘンリーの短編傑作選です。
収録されている「献立表の春」を、わたしは高校の教科書で知
りました。授業の予習でしぶしぶ訳し始めましたが、次第に物語
の展開に引き込まれ、純粋に作品を楽しみました。鮮やかなラス
トシーンに、なんて素敵なはなしなんだろうと心打たれ、O・ヘ
ンリーの他の作品を読むきっかけとなりました。今でも時々読み
返し、温かい気持ちになっています。英語が苦手で、予習をせず
に学校へ行き、困り果てている夢を今でも見るほどですが、「献
立表の春」に出会えたことには感謝しています。
短編小説の名手の作品を、ぜひみなさんもお楽しみください。
お気に入りの一編がきっと見つかると思います。



新着

録音・点字図書案内 

録音図書
『さよ 十二歳の刺客』 森川 成美（もりかわ しげみ）／著
『本音に気づく会話術』 西任 暁子（にしと あきこ）／著
『雪の別れ ～剣客相談人 23』 森 詠／著
『月影に消ゆ ～剣客相談人 2１』 森 詠／著
『悪の華』 赤川 次郎／著
点字図書
『古代の謎を解いた偶然の大発見！』

歴史の謎を探る会／編

自 動 車 文 庫 巡 回 日
ステーション

日時

ステーション

日時

東ヶ丘町

6/1（土）7/6（土）
14：00～15：00

修斉

6/11（火）14：30～16：15
7/2（火）14：30～16：00

上松台西

6/2（日）、7/7（日）
9：45～10：30

河合町

6/13（木）、7/10（水）
14：30～16：00

上松台東

6/2（日）、7/7（日）
11：00～11：45

岡山町黄金塚

6/9（日）、7/14（日）
11：00～11：45

内畑町

6/6（木）、7/4（木）
14：30～16：00

尾生町

6/20（木）、7/9（火）
14：30～16：00

下池田町東

6/8（土）、7/13（土）
15：30～16：15

若葉ヶ丘町

6/22（土）、7/27（土）
15：30～16：15

星和上松台

6/16（日）、7/21（日）
9：45～10：30

天神山町

6/23（日）、7/28（日）
10：00～11：00

葛城町

6/16（日）、7/21（日）
11：00～11：45

稲葉町

市民病院

6/23（日）、7/28（日）
14：30～15：30

6/27（木）14：30～16：00
7/17（水）13：00～14：30

☆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 6 月 1 日
編集・発行 岸和田市立図書館
岸和田市岸城町 1－18
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