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２０１９年９月１日～２０１９年１２月１５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。
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読書週間の初日である１０月２７日は、広く文字・
活字文化についての関心と理解を深めるための「文字・活字
文化の日」、こどもの読書週間の初日である４月２３日は、子
どもの読書活動についての関心と理解を深めるための「子ど
も読書の日」と制定されています。

られた図書館法が交付された４月３０日は「図書館記念日」と
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制定されています。他にも「絵本週間」や「ミステリー記念日」
など図書館や本に関するさまざまな記念日があります。

石切分室に行こう！

１

公共図書館の機能が明らかにされ、無料の原則がうちたて

２０１６年６月に介護老人保健施設「四条の家」、旧東診療
所１階を改装してオープンした図書館です。蔵書資料数は、小
説、絵本、児童書、参考図書など約１２６，９００余件です。
本のほか、ＣＤ・雑誌の貸出ができます。おはなし会やお楽
しみ会といった、本の読み聞かせや手作り工作を楽しむ催しも
定期的にあります。
四条図書館では『子育て支援』に力を入れており、妊娠・出
産・育児・しつけ・家庭教育など「子育て」に関する図書を取
り揃えています。また、子育て関係機関や団体等が作成した各
種のパンフレット・イベントチラシなども置いています。パン
フレットトラックに置いてあるものは、ご自由にお持ち帰りい
ただけます。
安岡正篤氏コーナーもあります。陽明学者として有名な安岡
正篤氏は少年時代東大阪に住まわれました。四条図書館では安
岡氏の本を多く展示しています。一部は貸出も可能です。

子育て支援

ほっこりライブラリ

四条寄席

有
料
広
告
掲
載
欄
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ようこそ

１頁 ようこそ四条図書館へ

専門講師による
ベビーマッサージ
などほっこり癒さ
れるイベントです。
いっしょにココロ
も、カラダも、
ほぐされましょう♪
（予約制）

桂紋四郎さんによる
落語。本物の技術を間
近で見ることが出来ま
す。
図書館で古典芸能に
触れてみませんか。
小学生以上対象 入場料：５００円（予約制）

石切分室に行こう！
開室日がふえます。
今まで月末が休室日でしたが、２０２０年４月より月末も開室いたします。
２０２０年４月以降の開室カレンダーを確認してください！ぜひお越しくだ
さい、お待ちしております。
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図書館の活用法（応用編３）
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
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
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
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。今回は、「レファレンス
サービス」と「課題解決支援サービス」についてご紹介します。

『月の影影の海』
小野

不由美／著

『キッシュトースト』

新潮社

川上

ミホ／著

文化出版局

其２．課題解決支援サービス

其１．レファレンスサービス
図書館司書が調査・研究・学習に必要な情報検索の

「課題解決支援サービス」とは、地域社会における

シリーズの第一作目。

お手伝いをするサービスを「レファレンスサービス」

さまざまな課題に対し、図書館の資料やデータベース

十二国記のスタート。

ブンで焼いたり……

と言います。図書館によっては皆さんに分かりやすい

等による情報を提供することにより、利用者が自ら課

ごく普通の女子高生・中島

そんな手間をかけずに、簡単

ように「調査・相談窓口」や「調べ物窓口」などの名

題を解決する支援を行うサービスのことです。耳慣れ

陽子が突然、ケイキと名乗る

にキッシュを楽しめる本です。

称を用いています。

ない言葉かと思いますが、就職活動や仕事に役立つ資

青年と異世界の国に流れ着く。

食パンの内側をキュキュッと

「この本はどこにありますか？」とか「こんなのが

料・情報を中心に収集して提供する「ビジネス支援

ケイキたちとはぐれた陽子は

くぼませて、キッシュの生地

載っている本はありますか？」など、カウンターで聞

サービス」や、医療や健康情報を中心に収集して提供

一人で帰る方法を求めて巧国

を流し入れてトースターで焼

かれたことがある方もいると思います。レファレンス

する「医療・健康支援サービス」など、ある特定の資

を彷徨う。周囲に流されやす

くだけ。朝食や軽食だけでな

サービスとは、このような図書館の蔵書についての質

料や情報を多く集めて提供したり、関連イベントや講

い普通の女の子が少しずつ変わっていく姿がとても印象

く、おやつにもいただけるおいしいレシピがたくさん

問にお答えするだけでなく、必要な情報を調べるのに

演会を開催したりするサービスです。

的で勇気づけられます。

載っています。

役立つ機関や施設を紹介したり、取り寄せが可能な資

東大阪市立図書館では、永和・花園・四条の３館で

料を他機関から取り寄せたりします。また、大学図書

それぞれ異なった課題解決支援サービスを提供してお

館が所蔵する学術論文などの取り寄せが出来ない資料

ります。永和図書館では上記で説明した「ビジネス支

の場合は、必要な箇所のみを複写して送ってもらうこ

援サービス」、花園図書館では東大阪市内の児童の読

ともできます（有料）。

書活動や学校の授業に使用する図書の貸出を行う「学

例えば、「明治時代の新聞を読みたい」とのご要望

校支援（連携）サービス」、四条図書館では子育てに

があれば、明治時代の新聞を読むことができる図書館

役立つ資料や情報を中心に収集し、子育て関連のイベ

や方法をお調べしてご案内します。「海外の企業情報

ントを開催する「子育て支援サービス」を行っていま

や業界動向を調べたい」とのご要望があれば、海外の

す。インターネットでは調べることのできない情報が、

企業情報や業界動向が掲載された資料や、これらの情

図書館の資料にはたくさんあります。ぜひ、各館の課

報を調べることができる機関をご紹介します。

題解決支援サービスをご利用ください。

ただし、宿題や懸賞問題の解答、医療・健康相談、

※花園図書館の学校支援（連携）サービスにつきまし

法律相談、身上相談などには直接の回答はできません

ては、現在試行中のため、全ての学校へ提供している

ので、ご了承ください。

ものではありません。

● 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） 2020年1月7日移転のため閉館

● 石切分室 Tel/Fax：072‐982‐1030

パイ生地を作ったり、オー

『さいたさいたゆきのはな』
鈴木

真実／著

● 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

『世界一おもしろい くらべっこ大図鑑』

講談社

クライヴ・ギフォード／著
ポール・ボストン／画

玲子／訳

雪の日のリスの兄妹。
妹リスは雪を初めて見て

ダイオウイカの目

大喜び。気がつくとおにいち

とバスケットボール、

ゃんリスの肩にお花がついて

どっちが大きい？世

います。妹リスにも！まるで

界一泳ぎがおそい魚

雪のお花だね。

は？不死身の生物っ

結晶の美しさを子どもにわか

ているの？この図鑑

りやすく楽しく伝える絵本で

には大人もおどろきの

す。兄妹リスのほほえましいやりとりに、心がぽかぽか くらべっこがさまざまなジャンルで紹介されています。
としてくる、冬におすすめの一冊。

イラストがいっぱいなので、みんなで開いてわいわい楽
しく読んでもいいかもしれません。

児童書

えほん

東大阪市南四条町１－１
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小林

河出書房新社

東大阪市北石切町１－７（公民分館内）

2020年3月初旬、近鉄河内永和駅南側にて開館

一般書

小説
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