図書館だより

―

岸和田市

2020 年 1２月号

＊ 状況により、中止・延期・変更になる場合があります。

12 月号に掲載されている
行事に参加される方へのお願い

＊ 感染症対策のため、当日はご自宅で検温、会場ではマスク着用をお願いします。
＊ 健康チェック表へのご記入にご協力ください。

～ 「人形劇すまいる」による、楽しい人形劇 ～

「おんちょろきょう」

人形劇

ほかにも、読み聞かせやエプロンシターなどがあります。
⛄ 日時 12 月 20 日（日） 午後 2 時～3 時（開場 1 時 50 分）
⛄
⛄
⛄
⛄

場所
対象
定員
申込

東岸和田市民センター4 階 講座室 1
幼児～小学校低学年とその保護者
20 名（申込み先着順）
12 月 8 日（火）午前 10 時より、旭図書館に直接、
または、☎（072-428-6200）へ

～

■は全館休館

図書館カレンダー
月

○は本館のみ休館

◇は旭・八木、□は山直・春木・桜台が図書整理のため休館

月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

11
12
○
○

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

１８

１９

20 ◇
21 ◇
22 ◇
23 ◇
24
◇

２８

２９

３０

３１

２５

２６

27
□

４

５

６

７

８

９

１０

１３

１４

１５

１６

１７

28
29 □
30
31
□
□
□

本館に図書除菌機を２台設置しました
新型コロナウイルス感染拡大
により、衛生意識が高まる中、安
心して図書館を利用していただ
くため、本館に図書除菌機を設
置しました。
１階は玄関入ってすぐ、２階は
コピー機横にあります。
ご不明な点は、お気軽に職員
までお声がけください。

市内の図書館全６館（本館・旭・山直・春木・八木・桜台）に設置しています。
借りた本をお持ち帰りいただく際に、ご利用ください。

本館の YA（中高生向け）コーナーが新しくなりました！
「あつまれ！YA の森」は、自然と動物をテーマにしてい
ます。ぜひ、YA の森に住んでいる動物たちに会いに来てく
ださいね。
新着本や図書館スタッフが選んだおすすめの本、進路に
関する本、学習に役立つ本、ライトノベルやマンガなど様々
なジャンルが並んでいます。
また、「日本のワーク」という特集もしています。 約２カ
月ごとに職業が入れ替わりますので、チェックしてみてくだ
さい。

「YA」ってなに？
YA とは、「ヤングアダルト（Young Adult）」の略で
す。
本館では、中学生・高校生に向けて、おすすめの本を
そろえた YA コーナーを設置しています。
もちろん中高生以外の人でも、YA コーナーの本を借
りることができます。「児童書ではもの足りないけれ
ど、大人の本は難しい」。と感じる方にぴったりです。
本を検索したときに、「913.6T」のように数字の後
ろに「T」がついていたら、YA コーナーにあります。背
表紙に貼ってある水色の丸いシールが目印です。

「知的書評合戦ビブリオバトル 岸和田秋の陣」
10 月 11 日（日） 本館

「どうぞお越しください、
女の子だけの「読ばな」会（語りあい会）
女の子だって○〇読むもん！」
10 月 4 日（日） 本館

前半の１時間はステージ形式でビブリオバトルを
開催し、後半の１時間は座談会形式で感想会や雑談

ビジネス本から恋愛小説まで幅広いジャン

会を開催しました。

ルの本が紹介されました。カードを引いて、お

座談会では、ビブリオバトルそのものの裏話であ

題を選ぶのですが、同じものばかりが何度も

ったり、紹介された本にまつわる深い話を共有する

出て困りました。

ことができました。

女子が集まると自然と血液型の話になり、
盛り上がりました。

「第１回 岸和田の図書館でカープを語る会」
10 月 17 日（土） 本館

午後 1 時～3 時
「Libｒary で Live あり？Vol.５」
10 月 17 日（土） 本館
参加者のみなさんが、それぞれに思いが詰まった
曲と本＋自分の現在の心境を併せて語る、Ｌｉｂｒａ
１年～30 年のファン歴の皆さんから、熱い思
いと期待をいただきました。
来年は、きっと！！ガンバレ、カープ！！

ｒｙで笑いあり涙あり？の幸せな２時間でした。
音楽と本と笑顔がいっぱいの図書館で、またみ
なさんとお会いしたいです。

「歴史カフェ ～空海と久米田寺～」
10 月 18 日（日） 本館
「原初科学者」としての空海と久米田寺との
接点に関して話題提供し、参加者の皆さんと
議論することを目的としました。多くの質問と
意見が出され、担当者が応答しました。

「本だな作りから始める一歩、まちの図書館始めます」
１０月 18 日（日） 古民家カフェ猿とモルターレ
まちライブラリーを始めるために本棚作りをす
るから手伝ってほしいという勝手なお願いにも
関わらず、多くの方が参加してくださり、尚且つ
「すごく楽しい時間を過ごさせてもらいました」や
「素敵な活動に参加できてよかった」など嬉しい
お言葉を頂くことができました。本当にありがと
うございました。

まちライブラリー＠猿とモルターレ

ご参加くださいましたみなさま、ブックフェスタ実行委員会のみなさま、 ありがとうございました。

※ 企
企画

司書のおすすめ本

『すばらしきかな、人生！』

ポンポンキーホルダー作り
ジミー・ホーキング／作

片山 しのぶ／訳

あすなろ書房

名

岸和田 1 の図書館で
失敗続きだったり、なんだか空回りばかりで、ふと、自分は生きてい
る意味はあるのか？とか、自分には存在価値がないのではないか？な
どと考えたりしたことがありませんか？
でも、人は自分で気がつかないうちに、誰かの役に立っていたり、誰
かのかけがえのない存在であったりするのです。
アメリカ映画「It’s a Wonderful Life（素晴らしき哉、人生！）」
をもとにして、この本は書かれています。映画では、主人公が違うそう
ですよ。機会があれば、本と映画の両方の違いを楽しんでみてはいかが
でしょう。

永野設備工業株式会社 代表取締役
ながの

しょうじ

永野 祥司さん
ばんにん こうふく

永野さんから

しおり

『万人幸福の 栞 』
まるやま

メッセージが届いています！

と し お

丸山 敏雄／著
新世書房
この本は私が所属する倫理法人会で経営のバイ
ブルとして使われている本になります。会社経営
をしていると大なり小なり様々な問題に襲われま
す。しかしその問題の原因は、成功法則から外れ
た経営が招いている事が殆どです。そんな時、自
分に何が足りないのか、また何が経営の筋道から
外れているのかを気づかせてくれるのがこの『万
人幸福の栞』です。経営者の方にお勧めの一冊で
す。ご興味がありましたらぜひお読みください。

昨今、働きかた改革が叫ばれる中、たくさん
の企業が職場環境の改善に取り組んでいます。
弊社では数年前まで決して働きやすい職場と
は言えない状況でした。しかしこの本と出会
い、明朗（明るく、朗らか）・愛和（仲良く）・喜働
（喜んで働く）を基本に職場づくりを進めた結
果、職場の雰囲気が良くなり、業績も大幅にア
ップしました。現在では「お客様の喜びを通じ
て日本一幸せなチームをつくる」というビジョ
ンを掲げ、この栞を読んで、社員一人ひとりが
喜んで働ける職場づくりを推進しています。

黄金塚第２期町会「きらきら喫茶」
ボランティアグループ代表
おおの

すみこ

大野 澄子さん
大野さんから

『脳内革命』
はるやま

メッセージが届いています！

しげお

春山 茂雄／著
サンマーク出版
25 年程前に発行された本です。最近、書店に
行ってもテレビを見ていても健康に関するテーマ
がたくさんあります。薬に頼らず健康を保つため
には、ストレスのない生活を送ること。プラス発想
すれば、心と体の反応は好ましい反応に変えられ
る。「緩やかに運動をする」、「適度なウォーキン
グ」、「ストレッチで筋力をつける」、「正しい食生
活」。これらを心がけて健康で楽しく長生きする参
考になると思います。

平成 28 年に町内ボランティアたちでふれあ
いの場として「きらきら喫茶」を黄金塚第２期町
会館にてオープンしました。町内以外の方にも
利用されており、特におひとりさまの男性客に
喜ばれております。
毎週金曜日、10 時～14 時までオープンして
いて、お正月以外は開いています。飲み物はす
べて 100 円。モーニングセットは 200 円。新
型コロナウイルス感染予防対策を行っておりま
すので、いろいろな方とのふれあいを楽しみに
お越しください。

よしかわ

吉川さんからのメッセージ

岸和田出身の

ますみ

声楽家 吉川 真澄さん

杉江能楽堂の伊地知佳香さんからバトンを受け取りましたソプラノの吉川真澄と申します。
深く影響を受け、心に残っている、おススメしたい本、写真集、CD たちを紹介させていただ
きます。（厚かましくも広く聴いていただきたく自分の作品も挙げさせていただきました。）
私自身このような「誰かのお勧めのコーナー」などを見つけると、ほぼ必ず足をとめて割と
影響されて手に取る事が多いので、どなたかにとってこの作品たちが新しい出逢いとなり、
“私の宝物のお裾分け”を受け取っていただけたら、こんなに嬉しい事はありません。

『あいたくて ききたくて 旅にでる』 小野和子／著 PUMPQUAKES
『あめだま』 ペク・ヒナ／著 長谷川義史／訳 ブロンズ新社
『季節を知らせる花』 白井明大／著 山川出版社
『禁じられた歌 －ビクトル・ハラはなぜ死んだか』 八木啓代／著 晶文社
『人間はなぜ歌うのか』 ジョーゼフ・ジョルダーニア／著 森田稔／訳
アルク出版企画
『武甲山 未来の子供たちへ』 笹久保伸／著 キラジェンヌ
『夕凪の街 桜の国』 こうの史代／著 双葉社
★『ギター』 笹久保伸／演奏 Beans Records
★『四季の四部作』 平野一郎／作曲 吉川真澄／演奏 Wａｏｎ Ｒecords
★『POP ＳＯＮＧ』 吉川真澄＋佐藤紀雄／演奏 Zipangu Label
★はＣＤ （タイトルの 50 音順）

図書館ホームページでは、吉川さんから頂戴した、一点一点への
思いを綴った丁寧なコメントを掲載しています。ぜひご覧ください。

「こなから音楽祭」について
岸和田を離れ 20 年経ちましたが、やはり私の全ての根底にある
のは、生まれ育った岸和田の土、空気、街、そこに居る人との繋がり
だなぁと感じます。だんじり祭りは勿論、岸和田城や紀州街道など
歴史を感じる街並みや、また名前もつかないような道も全てが愛
おしくて誇らしい故郷です。全国の色々な土地を仕事柄回ります
が、自分の生まれ育った故郷をこんな風に思えるのは幸せな事だ
といつも思います。そんな愛してやまない故郷の素晴らしさを沢山
の人に知ってもらいたい、また岸和田の人の魅力を再発見しても
らいたい。そして素晴らしい音楽と共に、文化や
豊かさについて考えたり、予期せぬ出逢い
の機会になるような音楽祭を、との想い
から「岸和田こなから音楽祭」を立ち
上げました。

本館

岸和田市立図書館キャラクター
「くまた(兄)とちきり(妹)」

★ おはなし会
（幼児～小学生向け・申込不要）
1 階 えほんコーナーでおはなし会をします。
12 月 6 日（日）・１月１０日（日）
午前 1１時～（20 分程度）

旭図書館
旭図書館キャラクター
「きりた」

★ ちいさなおはなし会
（乳幼児向け・１2 月 1 日（火）午前１０時より
いずれか１回のみ・申込先着５組。
予約に空きがある場合、当日抽選）
中止になりました
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。

山直図書館

山直図書館キャラクター
「ももた(兄)とももこ妹)」

12 月 2・9・１6・２3 日（すべて水曜日）
午前 10 時 30 分～（20 分程度）

今月はありません。次回をお楽しみに！
★ おはなし会
（小学生向け・当日先着６名）

中止になりました

絵本コーナーで、絵本の読み聞かせや本の紹介を

桜台図書館

します。

桜台図書館キャラクター
「パパン(父)とコパン(子ど
も)」

12 月 9 日（水） 午後 4 時～（20 分程度）

★ クララさんの部屋
（５歳くらい～・申込不要）

中止になりました

桜台市民センター２階和室で、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。
1２月 19 日（土） 午後２時～（３0 分程度）

八木図書館

八木図書館キャラクター
「めぇーと」

★ おはなしひろば
（幼児～小学生向け・申込不要）
絵本コーナーで、紙芝居やストーリーテリング、絵本
が楽しめます。

春木図書館

12 月 24 日（木） 午後 4 時～ （30 分程度）
春木図書館キャラクター
「こはる」

★ ミニクリスマス会

中止になりました

（乳幼児～・当日先着６名）
絵本コーナーで、おはなし会をします。

1２月１９日（土） 午後 2 時～（30 分程度）

★ ちいさなおはなしひろば
（乳幼児向け・当日先着５組）
絵本コーナーで、絵本の読み聞かせやわらべ歌、
手遊びでいっしょに楽しい時間を過ごしませんか？

中止になりました

12 月 22 日（火） 午前１０時３０分～（２０分程度）

本年も図書館をご利用いただき、ありがとうございました。
年末年始の休館日は、12 月 28 日（月）～1 月 4 日（月）です。
皆さま、どうぞよいお年をお迎えください。

新着

録音・点字図書 案内

録音図書
『魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園』
『ぽこ・あ・ぽこ 私の歩いてきた道』

Ｃ.Ｖ.オールズバーグ／著
義本 真紀／著

村上

春樹／訳

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

日 時

東ヶ丘町

12/5（土）、1/９（土）
14：00～15：00

上松台西

12/6（日）、1/10(日)
9：45～10：30

河合町

12/10（木）、1/14（木）
14：30～16：00

上松台東

12/6（日）、1/10（日）
11：00～11：45

岡山町黄金塚

12/13（日）、1/17（日）
11：00～11：45

尾生町

12/15（火）、1/21（木）
14：30～16：00

内畑町

修斉

12/3（木）、1/7（木）
14：30～16：00

12/8（火）、1/19（火）
14：30～16：15

下池田町東

12/12（土）、1/16（土）
15：30～16：15

若葉ヶ丘町

12/26（土）、1/30（土）
15：30～16：15

星和上松台

12/20（日）、1/24（日）
9：45～10：30

天神山町

12/27（日）、1/31（日）
10：00～11：00

葛城町

12/20（日）、1/24（日）
11：00～11：45

稲葉町

12/17（木）、1/28（木）
14：30～16：00

☆ 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

423-9609

発行日：2020 年 12 月 1 日
編集・発行 岸和田市立図書館
岸和田市岸城町 1－18

春木図書館

436-0679

（ホームページ）

八木図書館

443-6849

ＰＣ用：http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/toshokan/

桜台図書館

428-9230

携帯用：https://www.tosyokan-kishiwada.jp/WebOpac/mobile/index.do

