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２０１９年５月１日～８月３１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。

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

蜜蜂と遠雷
恩田 陸／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

心ってどこにあるのでしょう？
こんの ひとみ／著 金の星社

３

未だ行ならず 上・下
佐伯 泰英／著 双葉社

３

スタンリーとちいさな火星人
サイモン・ジェームズ／著 あすなろ書房

４

マスカレード・イブ
東野 圭吾／著 集英社

４

かべのむこうになにがある？
ブリッタ・テッケントラップ／著 ビーエル出版

５

素敵な日本人 東野圭吾短編集
東野 圭吾／著 光文社

５

「だるまさん」シリーズ
かがくい ひろし／著 ブロンズ社

「蔵書点検（特別整理）」って何
をしてるの？

順位

一般的に図書館では、年一回「蔵書点検」を
行っています。蔵書点検とは、図書館の所蔵する資料がきち
んと館内にあるか、請求記号順に正しく配列が成されている
かなど、蔵書の現況を確かめる作業で、いわゆる「棚卸し」に

近い作業のことです。館内の資料（図書・雑誌・ＣＤ）１点１点

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 永和図書館からのご案内

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 ビジネス支援コーナーのご紹介

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、「複写サービス」と「相互貸借サービス」の２つのサービ
スについてご紹介します。

其３．複写サービス

其４．相互貸借サービス

東大阪市立図書館では、著作権法第３１条に基づき

図書館で所蔵できる本の冊数には限りがありますの

図書館資料を複写することができます（有料）。複写

で、ご希望の本すべてを購入することは困難です。ご

をご希望の方は、「図書館資料複写申込書」にお名前

希望の本が図書館に無くて購入もできない場合は、他

または利用カード番号と資料名・複写箇所を記入して、

市の図書館や大学図書館などから借りて提供させてい

複写する資料と一緒にカウンターへお持ちください。

ただきます。これを相互貸借サービスと言います。た

ご自宅やコンビニエンスストアなどで複写が自由に

タイトル・著者・出版者

だし、貴重な本や壊れやすい資料（雑誌・コミック・

できる現在、図書館の複写申込は大変面倒に感じられ

ＣＤなど）は借りることができない場合があります。

るかと思います。しかし、書店やコンビニエンススト

また、資料によっては図書館外への貸出ができないも
の（館内閲覧資料）もあります。

１
２

平場の月
朝倉 かすみ／著 光文社

アでは、販売している本を購入せずに複写することは
できません。また、レンタルブック店などで本を複写

本来、図書館の資料はその図書館で利用登録をされ

３

さよならの儀式
宮部 みゆき／著 河出書房新社

することは違法となります。個人が本を購入せずに複

ている方以外は、貸出サービスを受ける権利を持って

写できるのは、図書館など法律上認められた施設に限

いません。そのため予約の優先権はその図書館を利用

４

むらさきのスカートの女
今村 夏子／著 朝日新聞出版

られますので、その条件も少し複雑で厳しいものと

されている方にありますので、東大阪市立図書館で借

なっています。

り受けるのに時間がかかる場合があります。また、貸

５

そして、バトンは渡された
瀬尾 まいこ／著 文藝春秋

【図書館における複写の条件】

出期間の延長ができなかったり、汚損や破損のチェッ

①必ず事前に申込みをしてください。

クが厳しかったりと様々な制限があります。

図書館を利用される皆さまへ、スムーズに資料を提供してい
くために、とても大切な作業です。

１頁 図書館の活用法（応用編２）

希望の糸
東野 圭吾／著 講談社

のバーコードを読み取って蔵書データと照らし合わせ、資料
が見当たらない場合は棚の裏や他の本の間などを探します。

図書館の活用法（応用編２）

目次

有
料
広
告
掲
載
欄

②図書館の資料以外は複写できません。

書店では購入が難しい資料でも手にとっていただく

③著作権の範囲内でのみ複写できます。

ことができる大変便利なサービスです。ぜひご活用く

詳しくは図書館スタッフにお尋ねください。

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

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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● 石切分室 Tel/Fax：072‐982‐1030
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永和図書館
からの
ご案内

永和図書館の歴史
●昭和２２年
●昭和３２年
●昭和４１年
●平成２年
●平成２４年
●平成２４年
●令和２年
●令和２年

中央公民館内に市立図書館を併設
近鉄河内永和駅前（高井田元町）にて独立開館
移動図書館巡回開始
大蓮分室開設
老朽化に伴い、移転のため休館
ヴェル・ノール布施３階（イオン布施駅前店）にて開館
新永和図書館完成に伴い、移転のため休館（１月）
新永和図書館開館（３月予定）

市民の皆様に長らくご利用いただきました、永和図書館（暫定施設）の移転が決定いたしました。
現在の永和図書館（暫定施設）は、令和２年１月７日１７時をもって閉館いたします。
新永和図書館は令和２年３月上旬、河内永和駅前の商工会議所１階にて開館する予定です。
開館記念イベントも企画しておりますので、ぜひご来館ください。詳細は順次発表いたします。
なお、存続希望の声を多くいただいておりました現在の永和図書館（暫施施設）は、
残念ながらヴェル･ノール布施（イオン布施駅前店）から移転いたします。
ぜひ、新しい図書館をご利用ください。

ビジネス支援
コーナーの
ご紹介

『エミリの小さな包丁』
森沢

明夫／著

『これって個人情報なの？意外と知らない実務の疑問』

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

稲葉

恋人に裏切られ、
職場関係にも疲弊した
２５歳のエミリ。
そんなエミリが
１５年間疎遠だった
田舎の漁師町に住む
おじいちゃんの元を訪ね、
共にひと夏を過ごします。
章ごとに魚を調理する
場面があり、本当に美味しそうで
読みながらお腹が空いてきます！

今ではＳＮＳを使用しての
アプリ連携など、
手軽な個人情報入力ツールも
多くあります。
自分があの時書いた個人情報は
こう使われているんだ、
あれも個人情報だったんだ！

おじいちゃんときちんと日々をおくり、
ゆっくりと自分と向き合いながら、
生きる力を取り戻していくエミリの姿に、
心温まる物語です。

個人情報保護法を理解する事で、
自身で身を守る知識をつける。
情報があふれる現代に
必要な一冊だと思います。

さくま

履歴書・職務経歴書の書き方の本、面接対応策の本、職業案内についての本などの就労支援から、
資格試験の本、中小企業向けの本、機械加工やモノづくりなどの東大阪市の地場産業に関する本、
業界情報や会社法、商業六法等の法律関係の高額資料、ＣＳＲや統計資料など、通常では入手しづらい
様々な役に立つ資料を揃えています。その他、金属産業や工業、機械産業、中小企業経営などの業界新聞も
１７誌ご利用いただけます。また、ハローワーク布施からの就職情報、セミナー、講習会などの
お知らせ等もご覧いただけます。
新しい永和図書館では、日経テレコン２１、ＪＲＳ経営情報サービスの商用データベースも導入予定です。

晋也／著

ゆみこ／著

税務研究会出版局

昨今何かと問題に挙げられる「個人情報」。
みなさんは何が個人情報にあたり、それがどのように
取り扱われているかご存知でしょうか？
本書では個人情報保護法について、
会話形式でわかりやすく書かれています。

小説

『エンザロ村のかまど』

永和図書館には、ビジネス支援コーナーがあるのはご存知ですか？

一人，阿部

一般書

『あけるな』

福音館書店

谷川

俊太郎／作・安野

光雅／絵

ブッキング

扉絵から「あけるな」と、
不穏な雰囲気です。
ページをめくると、
また「あけるな」。
そう言われると、
開けたくなってしまいます。
安野光雅が描く
不思議な美しい世界の中に、
ぽつんと扉が。
次のページにも、えっ、
そんなところに扉？

長年ケニアで暮らし、女性や子どもの生活を
改善するために働く日本女性・岸田袈裟さん。
彼女がケニアのエンザロ村の人々に
日本のかまどを紹介したことで、
村の生活に大きな変化が
起こりました。
エンザロ村の人々の暮らしは
どのように変わったので
しょうか？
そしてもう一つ。
日本のある物も紹介しました。
それは何だと思いますか？

あけてみる？ あけてもいいの？
少し怖い、でもあけずにはいられない…。
さあ、扉の果てに待っている、
思いがけない結末とは？

あの仕事の内容が知りたい！履歴書や職務経歴書の書き方を知りたい！資格を取りたい！
スキルアップしたい！仕事に必要な情報を入手したい！

児童書

えほん

そんな皆様のご利用をお待ちしています！
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