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２０２０年６月１日～２０２０年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

順位

タイトル・著者・出版者

目次

１

素敵な日本人 東野圭吾短編集
東野 圭吾／著 光文社

１

ながーい５ふんみじかい５ふん
ﾘｽﾞ・ｶﾞｰﾄﾝ・ｽｷｬﾝﾛﾝ／著 光村教育図書

２

一切なりゆき 樹木希林のことば
樹木 希林／著 文藝春秋

２

「おしりたんてい」シリーズ
トロル／著 ポプラ社

１頁 新型コロナウイルス感染症拡大防止
の取り組み
２頁 インターネットサービス

も３月～５月２１日までの間、臨時休館を余儀なくされました。感
染症の拡大が収まらない現在も、さまざまな感染症防止対策を講じ

・返却予定日の確認

た上での開館となっております。今回は、東大阪市立図書館におけ

・貸出期間の延長

る新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みについてご紹介し

そして、バトンは渡された
瀬尾 まいこ／著 文藝春秋

３

４

昨日がなければ明日もない
宮部 みゆき／著 文藝春秋

４

りんごかもしれない
ヨシタケ シンスケ／著 ブロンズ新社

４頁 貸出＆予約ベスト５

５

旅仕舞
佐伯 泰英／著 文藝春秋

５

「１００かいだてのいえ」シリーズ
岩井 俊雄／著 偕成社

１．来館者記録表と大阪府コロナ追跡システム

３

おれ、よびだしになる
中川 ひろたか／著 アリス館

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、東大阪市立図書館

３頁 司書のおすすめ本

ます。

※感染症拡大の状況により、変更となる場合がございます。

万が一図書館で感染が確認された場合、拡大を防止するには図書館へ来館
されていた方を特定する必要があるため、図書館へご来館の都度、来館者
記録表の記入または大阪府コロナ追跡システムへの登録をお願いしていま
す。（９月時点）
図書館で働いている「司書」の専門
性って何？

順位

「司書」とは、図書館学や書誌学などの専門科目を

１

カケラ
湊 かなえ／著 集英社

２

少年と犬
馳 星周／著 文藝春秋

３

きたきた捕物帖
宮部 みゆき／著 PHP研究所

４

流浪の月
凪良 ゆう／著 東京創元社

５

クスノキの番人
東野 圭吾／著 実業之日本社

履修して、図書館法により定められた国家資格を有し、図書
館業務に従事する者のことを言います。さまざまな「本」の知

識を持っていることも専門性の一つですが、本や情報を探す
「調査力」、図書館法や著作権法などの「法律に関する知識」、
図書館の方針に基づいて本を収集する「選書力」、たくさん
の資料を整理するために必要な「目録・分類の知識」などが、
司書の専門性として挙げられます。

タイトル・著者・出版者

２．館内の滞在時間を短時間でお願い
一人ひとりの滞在時間が長くなると、それだけ館内に留まる人数が多く
なり、密の状態を生じさせてしまう原因となるため、館内の滞在時間を
できるだけ短時間でお願いしています。
（９月時点は滞在時間を３０分でお願いしています。）

３．閲覧席の間引き
館内の密を防ぐとともに、閲覧席におけるソーシャルディスタンスを保
つために、閲覧席の椅子を間引いています。飛沫感染を防ぐために、隣
り合わせ及び向かい合わせにならないように椅子を配置していますので、
椅子を別の場所へ移動しないようにお願いいたします。（９月時点）
４．カウンターにビニールカーテンを設置
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カウンターでの対応は、利用者とスタッフが近い距離で会話をする密接
場面となりますので、透明ビニールカーテンを設置して、スタッフは全
員マスクを着用しています。また、カウンター利用の順番待ちで密集し
ないよう足元に誘導シールを貼っています。（９月時点）

５．返却資料の除菌
資料への新型コロナウイルス付着に関する対策として、返却された資料
や予約で確保した資料は２４時間隔離して、表紙を除菌剤でふき取って
消毒しています。貸出されずに館内で利用された資料も、スタッフが回
収して消毒後に書架へ戻しています。（９月時点）
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インターネットサービス
インターネットサービスとは、ご自宅のパソコンやスマートフォン
から、図書館資料の予約や貸出期間の延長、過去に借りたことがある
資料の確認などができるサービスです。今回は、インターネットサービス
の中から、「借りている資料」の返却予定日の確認と貸出期間の延長についてご紹介
します。インターネットサービスのご利用には、お申し込みが必要です。詳しくは図
書館ホームページをご覧いただくか、各図書館へお問い合わせください。
① 「MYライブラリ」のログインボタンをクリック

『誰の息子でもない』
神林

長平／著

『ガン入院オロオロ日記』

講談社

東海林

さだお／著

文藝春秋

② 認証画面に「利用カードの番号」と「パスワード」を入力して
ログインボタンをクリック

御年82歳、漫画家＆ユーモアエ

ミサイルのシステム保守担当と

③ 「借りている資料」をクリック
④ 「借りている資料」の一覧が表示される
①

②

Ⓐ 借りている個々の資料の貸出状況詳細を確認
Ⓑ 借りている資料の貸出期間を延長

④
貸出期間の延長ができな
い資料は、このボタンは
表示されません。

③

して役所に勤める主人公の前に、

ッセイスト第一人者として人気を

死んだ父親のアバター（電子人格）

博す著者の肝臓がんによる初めて

が現れる…それは本人の複製か、

の入院日記（2015年）を含むエ

新たな仮想現実か。

ッセイ。いわゆる闘病記ではなく、
表題の入院記を含め日常の雑事が

「市民武装法」により各家庭に
携帯型対空ミサイルが配備されている近未来の世界

思うままに綴られた本で、社会の万物を見つめる鋭

を舞台としたＳＦ長編。物騒な背景でありながら、

くかつユルイ視線にうならせます。
あるときはヨレヨレ寝間着で「不本意でいっぱい」

のどかな地方都市を舞台にどこまで本気かわからな

Ⓐ
Ⓑ

Ⓐ
貸出期間の延長ができな
い資料は、このボタンは
表示されません。

複数の資料の貸出期間を一括で
延長する場合は、延長したい資
料の左側にあるチェックボックス
にチェックを入れて、上下どちら
かの「貸出延長」ボタンをクリック
してください。

・次に予約でお待ちの方
がいる場合は、予約欄
に「有り」と表示されます。
・一度貸出期間の延長を
している場合は、注意欄
に「延期」と表示されます。
・返却予定日が過ぎてい
る場合は、注意欄に「延
滞」と表示されます。

延長後の返
却日が表示
されます。
「貸出延長」ボタ
ンをクリックする
と延長が確定し
ます。

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

です。登場人物と一緒にだんだん志向が深まってい

ダーウィン型論考に疑問を投げかけ…フェイントの

くのは他では得られない面白さです。

効いた独特のリズムが癖になる1冊。

小説

『ナマコ天国』
達雄／著

こしだ

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

『くろいの』

ミカ／画

田中

清代／著

偕成社

ナマコがどうしてふにゃふにゃ

のみち。へいのうえには

の体なのに長く生きられるか知っ

くろいのがいた。トコト

ていますか？『ゾウの時間ネズミ

コといくので、あとをつ

の時間』の著者が、ナマコのひみ

いていくと、そこで待っ

つについて徹底的に解説してくれます。

ていたのは…。

ナマコはゴシゴシすればとろけるし、２つに切れば、

モノクロームの銅版画で描かれた世界ですが、より

2匹に増える変な生き物。変なところだらけだけれど、

一層、黒が強調され、暗闇の中の静けさやあたたかさ

それには生きていくための秘密があるのです。

が伝わってきます。

小難しい文章や図ではなく、子供が一緒になって

最初は「くろいの」という謎の生き物が気になり頁

楽しめるように絵本の形で、ナマコについて描かれ

をめくっていきますが、読み進めるうちに、暗闇の世

ており、最後にはナマコの歌の楽譜もついています。

界にあふれている愛情やぬくもりを感じることができ
る絵本です。

児童書

東大阪市南四条町１－１
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エッセイ

ひとりでかえるいつも

● 石切分室 Tel/Fax：072‐982‐1030

東大阪市永和２－１－１

なぞらえ、またあるときは生物分類の可能性について

偕成社

東大阪市大蓮北４－３－２５

● 永和図書館 Tel：06‐6730‐6677 Fax：06‐6727‐5568

で、とっつきやすいのかとっつきにくいのか謎の本

本川

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

東大阪市吉田４－７－２０

な入院生活から見た外来患者への意識を民族紛争に

Ⓑ

以下の資料は貸出期間の延長が
できません。
1.返却期限が過ぎている資料
2.次に予約でお待ちの方がいる
資料
3.一度貸出期間の延長をしてい
る資料
4.他市の図書館などから借りてい
る資料

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

い哲学的会話の応酬で話が進んでいくとぼけた小説
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えほん

