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２０１９年１月１日～４月３０日までの間で、
貸出回数の多かった本と、予約の多かった本です。

図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ U R L
http://www.lib-higashiosaka.jp/
東大阪市立図書館は、指定管理者 NTTデータグループ・ヒバリヤ書店共同企業体が運営しています。

順位

タイトル・著者・出版者

１

人魚の眠る家
東野 圭吾／著 幻冬舎

順位

タイトル・著者・出版者

１

「おしりたんてい」シリーズ
トロル／著 ポプラ社

２

九十歳。 何がめでたい
佐藤 愛子／著 小学館

２

「だるまさん」シリーズ
かがくい ひろし／著 ブロンズ新社

３

素敵な日本人
東野 圭吾／著 光文社

３

「１００かいだてのいえ」シリーズ
岩井 俊雄／著 偕成社

４

蜜蜂と遠雷
恩田 陸／著 幻冬舎

４

「ノンタン」シリーズ
キヨノ サチコ／著 偕成社

５

危険なビーナス
東野 圭吾／著 講談社

５

りんごかもしれない
ヨシタケ シンスケ／著 ブロンズ新社

図書館の本に貼ってあるラベルの
数字は何？

順位

図書館の本の背に貼ってあるラベルに書いてある
数字は、日本十進分類法というルールに従って分類された
「分類記号」です。数字のひとつひとつに意味があり、例えば

一切なりゆき
樹木 希林／著 文藝春秋

２

そして、バトンは渡された
瀬尾 まいこ／著 文藝春秋

分類記号が「２１６」の場合、左の２が歴史を表し、真中の１が
日本、右の６が近畿地方を表しますので、「近畿地方の歴史」

３

ノースライト
横山 秀夫／著 新潮社

４

メモの魔力
前田 裕二／著 幻冬舎

５

妻のトリセツ
黒川 伊保子／編著 講談社

ということになります。この分類は、日本のほとんどの図書館
で使用されているので、自分の好きな分野の番号を覚えてお
けば、他の図書館に行っても同じ分野の本を見つけやすく
なります。

１頁 図書館の活用法（応用編１）

図書館には、館内の本を自由に閲覧していただける閲覧サービスや

２頁 大蓮分室からのご案内

調査・研究・学習に必要な情報検索のお手伝いをするレファレンス

２頁 移動図書館の行事報告

サービスなど、様々なサービスがあります。それぞれのサービスを

３頁 司書のおすすめ本

理解することで、より一層図書館をご活用いただくことができます。

４頁 貸出＆予約ベスト５

今回は、図書館サービスの基本である「閲覧サービス」と「予約・
リクエストサービス」の２つのサービスについてご紹介します。

其１．閲覧サービス

タイトル・著者・出版者

１

図書館の活用法（応用編１）

目次

其２．予約・リクエストサービス

資料を収集して整理・保存し、皆様の閲覧に供する

予約・リクエストサービスとは、お求めの資料が貸

ことを閲覧サービスと言います。図書館で資料を借り

出中であったり、蔵書として受入れていない（未所

る「貸出サービス」は、この閲覧サービスに含まれま

蔵）場合に、返却を待って提供したり、購入して提供

す。「図書館で本を読めたり借りたりできるのは当た

したり、他市の図書館などからお借りして提供する

り前じゃないの？」と思われるかもしれませんが、日

サービスです。

本の図書館において無料で自由に本を読めるように

資料が貸出中で返却を待って提供することと、東大

なったのは戦後になってからです。現在でも個人への

阪市立の別の図書館から資料を取り寄せて提供するこ

貸出サービスを行っていない図書館もあります。

とを「予約」、未所蔵の資料を購入して提供すること

図書館は書店やレンタルブック店（貸本屋）と異な

り、各図書館で決められた方針に従って資料を収集し、 らお借りして提供することを「相互貸借」と呼びます。
整理・保存することで、絶版等によって書店などでは

予約・リクエスト（または相互貸借）をご希望の方

購入できなくなった本でも提供することができますし、 は、「リクエスト（予約）カード」に記入して、カウ
これらの資料を次世代へ繋いでいく役割もあります。
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ンターにお出しください。

また、書店やインターネットでは見ることができない

予約は、インターネットからも可能です。インター

資料（郷土行政資料や企業の社史など）も、図書館で

ネットからの予約は、事前に「インターネットサービ

は閲覧することができます。

ス」の利用申込が必要です。

図書館でしか得られない情報や見ることができない

リクエストと相互貸借は、インターネットからはで

資料がたくさんありますので、是非これらの情報や資

きません。また、ご希望に添えない場合もありますの

料をご活用ください！

でご了承ください。

● 花園図書館 Tel：072‐965‐7700 Fax：072‐965‐9212

● 大蓮分室 Tel：06‐6728‐0200 Fax：06‐6730‐7337

東大阪市吉田４－７－２０

東大阪市大蓮北４－３－２５

● 永和図書館（暫定施設） Tel：06‐6781‐5500 Fax：06‐6784‐5630
東大阪市長堂１－８－３７ ヴェル・ノール布施３階

● 石切分室 Tel/Fax：072‐982‐1030
東大阪市北石切町１－７（公民分館内）

● 四条図書館 Tel：072-982-1235 Fax：072-984-6079

● 移動図書館 Tel：06-6728-0202 Fax：06‐6730‐7337

東大阪市南四条町１－１
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を「リクエスト」、未所蔵の資料を他市の図書館等か
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東大阪市立図書館では、各図書館で様々なテーマに沿った本を集めて展示し

大蓮分室
からの
ご案内

たコーナーを設置しております。
大蓮分室では特にこの展示に力を入れており、５箇所の展示コーナーを設置
しています。
季節に合わせたテーマ展示のほか、図書館スタッフおすすめの本を集めて、
おすすめコメントを書いたPOPと一緒に展示をするなど、皆さまに興味を持っ

『モノレールねこ』

ていただけるようなコーナー作りに努めています。
普段はあまり手に取らない本との出合いや、新たな発見があるかもしれません。皆さまにとって、お気に入り

加納

朋子 ／ 著

『インコのおとちゃん それからこれから』

文藝春秋

村東

剛／著

小学館

の１冊となる本に出合えますように。
そのネコはデブで不細工でノラだ
～最近の大蓮分室での展示テーマ例～
一般書：「春だから新しいことはじめてみよう」「ココロ・カラダあたたまる」など
絵本 ：「せかいのおはなし」「入園・入学おめでとう」など
児童書：「リンドグレーンの本」「おはなのほん」など

村東家にインコのおとちゃ

った。どんなに母に追い払われても、

んがやって来てから、おとちゃ

我が物顔でぼくの家にいた。ある日

ん中心の生活になりました。おとちゃんは好奇心旺

ぼくはネコに首輪がついているのを見つけた。この首

盛で、あっという間に村東家のアイドル的存在に。

輪に手紙を挟んでみることを思いついたぼくは…。

そんなおとちゃんも今年で12歳になります。年を

表題作「モノレールねこ」を含む８編の短編小説。

とって成長することもあれば、老いを感じるようなこ

日常のどこにでもある日々の暮らしの中で起こる

ともありますが、今も元気いっぱいのおとちゃんです。

ちょっと不思議な出来事と、身近で大切な人との絆を

おとちゃんとの毎日の日々を切り取ったこの写真集

描いた作品。心優しい爽やかな物語です。まさかあ

は村東さんの「おとちゃん愛」あふれる１冊です。

の生き物に感動するとは思ってもみませんでした。

小さな怪獣のようなおとちゃんを通して、命について
考えさせられる写真集です。

一般書

小説

移動図書館では春の子ども読書の日と、秋の読書週間の時期に合わせ
て、特別おはなし会を開催しています。

移動図書館
の行事報告

『特急おべんとう号』

今年の春のおはなし会は、4月23日に新喜多公園、4月25日に稲田公
園、4月26日に五百石公園で開催しました。

岡田

よしたか ／ 著

『ミカちゃんのひだりて』

福音館書店

中川

公園という開放された空間でのおはなし会は、たくさんの子どもたち
が参加してくれて、のびのびとしたアットホームな雰囲気の中でとても

洋典 ／ 作・絵

ひかりのくに
さあ！「第１回全日本おべんとう

楽しいおはなし会となりました。

マラソン」のスタートです。おべん

次回の開催は２０１９年10月頃を予定しています。心地よい秋空の下でのおはなし会に、ぜひご参加くださ

とうのおかずたちによる、マラソン

ことをみんなは「かわってる」っ

大会。なかには少し変わったものも参加しております。

ていうのん、うちにはよおわかる。でもすこしだけ

～おはなし会で読んだ絵本～

抜きつ抜かれつ、てんやわんやなマラソン大会！一体

ずれてるだけやねんけどなぁ。

新喜多公園：『おべんとうバス（真珠 まりこ）』『かがみのサーカス（わたなべ ちなつ）』など

最初にゴールするのは誰！？

い！

稲田公園 ：『1ぽんでもにんじん（長野 ヒデ子）』『あしにょきにょき（深見 春夫）』など
五百石公園：『たんぼレストラン（はやし ますみ）』『パンダ銭湯（tuperatupera）』など

おなじクラスのミカちゃんの

ある日、ひとりでぼーっとしてるミカちゃんに同じ

表題作を含め３つのおはなしで構成されており、こ

クラスのたつしが「くうきよめや！」といいだした。

の３つのおはなしを読み進めるとすべてどこかで繋

うちはどうしたらいいのやろ？

がっている作品です。全編関西弁で書かれており、と

子どもの世界にも大人の世界にも身近にあるテーマ

ても親しみやすいおはなしです。ついつい何度も読ん

を、女の子の目線で描いたおはなしです。お互いの違

でしまう作品です。

いを認め合い、優しく成長する姿を丁寧に描いていま
す。子どもだけではなく、大人にもお薦めの絵本です。

児童書
-2-

えほん
-3-

