大阪狭山市立図書館

毎月１日発行

カウンター前にある閲覧席のソファーや図書館内にある
イスを新調しました。座り心地はいかがでしょうか？
雑誌棚も新しくなります。
新年度をむかえ、図書館もプチ・リニューアルです。

『大阪狭山市予算書 平成 23 年度』を受入しました。
参考室「大阪狭山資料」のコーナーにありますので、ぜひ、
ご覧ください。（参考室の資料は閲覧のみのご利用となります。
ご了承ください。）
『大阪狭山市予算書』には「S349.416」という分類番号がついています。「S」は大
阪狭山市の資料を指し、「349.4」は地方財政の予算などを表わします。
この「S349.416」の分類番号には予算書以外にも、大阪狭山市の予算関係の本
が並んでいますので、ご活用ください。
貸出希望の方は、一般室「大阪狭山の本」の棚に並んでいる予算書をご利用くだ
さい。

1993 年国際ピアノ製造技師調律師協会総会にお
いて、4 月 4 日は「ピアノ調律の日」と制定されまし
た。4 月の英語 April の頭文字 “A” が調律の基準
音 aʼ（ラの音）と同じであり、A 音の周波数が 440Hz
であることが由来です。
日本ピアノ調律師協会では、毎年この日を記念し
て、日本のピアノ文化並びに音楽文化向上とピアノ
調律などを通し、広く地域文化の発展に寄与するこ
とを目的として全国各地で記念コンサートを開催して
います。
参考資料・サイト：
『記念日・祝日の事典』（東京堂出版）
「日本ピアノ調律師協会」HP
http://www.jpta.org/ 11-03-12 確認

新着書紹介

『日本人が知らないウィキリークス』
小林 恭子（他）∥著 洋泉社

『おにもつはいけん』
吉田 道子∥文 梶山 俊夫∥絵 福音館書店

告発者の匿名性を守る高度な情報技術と世界
的なネットワークを駆使し、マスメディアとも連携
して国家や企業の機密情報を次々に暴くウィキ
リークス。その真の姿とは？新しいリークの時代
を読み解く。

こむぎは、町に住むいとこに金魚の赤ちゃんを
あげるため、にいちゃんと電車に乗りました。や
がて、車掌がやってきて鼻をぴくぴく動かすと、切
符ではなく乗客の荷物の中身拝見しますと言い
出して…。

『城下町時代 MAP』上方編
新創社∥編 PHP 研究所

『世界にはばたく日本力 日本の環境技術』
こどもくらぶ∥編さん ほるぷ出版

古地図と現代地図を重ね合わせて見られるよ
う工夫した、新発想の地図。大坂、伏見、姫路、
和歌山、彦根など、戦国・江戸時代の関西の城
郭とその城下町について、地図や写真、図版を
豊富に交えて解説する。

世界から注目される太陽光エネルギー利用と
水利用技術を紹介するとともに、エネルギー効率
世界一をささえる取り組みを鉄鋼業界を中心に
伝える。日本のさまざまな技術力と、それを可能
にする「日本力」に迫る。

『古道具屋皆塵堂』
輪渡 颯介∥著 講談社

『はちみつができるまで』
ひさかたチャイルド

実家の道具屋を継ぐため、曰くつきの品が集
まる「皆塵堂」で修業することになった太一郎。幽
霊なんて信じないとうそぶく太一郎の周りで、不
思議な出来事が次々と巻き起こり…。

ミツバチがさまざまな花から蜜を集める様子や
巣箱の中、養蜂家の仕事の様子などを写真で紹
介します。楽しく知るうちに、食べ物や命への感
謝が生まれます。

『兵士はどうやってグラモフォンを修理するか』
サーシャ・スタニシチ∥著 白水社

『チョッキー』
ジョン・ウインダム∥著 金 利光∥訳
あすなろ書房

アレクサンダルは、祖父スラヴコから、豊かな
想像力と語り続けることの大切さを学んだ…。
1992 年に勃発したボスニア紛争を舞台に、少年
の目を通して万華鏡のように描き出す、小さな町
とそこに暮らす人々の運命。
一般書そのほかのおすすめ

それは、突然聞こえてきた! 少年と目に見えな
い謎の知性チョッキーとの友情を描く。イギリス
SF 界の巨匠ジョン・ウインダムが、20 世紀から 21
世紀へと残した傑作 SF。
児童書そのほかのおすすめ

・ ・『お風呂の達人』 石川 泰弘∥著 草思社

・『日本のすがた』 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

・『作家の口福』 恩田 陸∥ほか著 朝日新聞出版

・『楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑』 白數 哲久∥監修 小学館

・『いとま申して』 北村 薫∥著 河出書房新社

・『名探偵 VS.怪人幻影師』 はやみね かおる∥作 講談社

・『啄木日記を読む』 池田 功∥著 新日本出版社

・『串かつやよしこさん』 長谷川 義史∥作 アリス館

今月の資料展示
お正月、ひなまつり、こどもの日、たなばた、お月見、
クリスマス･･･楽しい日は いっぱいあるけれど、１年に
１度の「とくべつな日」。ぼくや わたしが主役の日。
♪おたんじょうび♪ うれしいな！

先人たちの知恵を現代に活かそう！！
『完全解読カント「純粋理性批判」
』(カント)
『経営の哲学』(ドラッカー)、
『武士道』(新渡戸 稲造)など

『ルラルさんのたんじょうび』
『かぞえてかぞえてたんじょうび!』
『たんじょうびはきのうえで』
『バースデー・ドッグ』
『ハッピーバースデー』など

普段思っていても、なかなか出来ないこと。
この機会に、思い切って始めてみませんか？
『資格取り方・選び方オールガイド』
『はじめての野菜づくり』など

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．麒麟の翼
東野 圭吾
２．ばんば憑き

元英語講師の梨花、結婚後、子供が
できずに悩む美雪、絵画講師の紗月。そ
して、3 人の女性の人生に影を落とす謎
の男「K」。感動のミステリ。

宮部 みゆき

３．花の鎖

湊 かなえ

４．ダークゾーン

貴志 祐介

５．ポリティコン

第 3 位 『花の鎖』

上下

桐野 夏生

６．カササギたちの四季

道尾 秀介

７．人生がときめく片づけの魔法

第 5 位『ポリティコン 上下』
文学者らがつくった理想郷「唯腕村」。
村の後継者・東一は美少女マヤと出会
い、この村を自分の欲望のためだけに使う
ことを決意する。

近藤 麻理恵

８．あの頃の誰か

東野 圭吾

９．放課後はミステリーとともに

東川 篤哉

10．警視庁 FC

第 7 位『人生がときめく片づけの魔法』

今野 敏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※予約多数の資料ですので、ご用意には時間が
かかる場合があります。ご了承ください。

「毎日少しずつの片づけ習慣」では一生
片づかない。「場所別」はダメ、「モノ別」に
片づけよう。「思い出品」から手をつけると
必ず失敗する…。一度習えば二度と散ら
かさない、「こんまり流ときめき整理収納
法」を伝授する。

047
平成２３年度の始まりです。先月１１日には東
北地方を中心とした大きな地震がありました。た

昨年、利用者の皆様からご応募いただきました「私のイチ
オシ本！」紹介文の中から、いくつかご紹介します。

くさんの人々の命が奪われ、また避難生活を余儀
なくされておられる方々も大勢おられます。我々

『塩狩峠』 三浦 綾子∥著

の仲間「岩手県立図書館」のスタッフも被災され

宗教を超えた時点での人の生命の大切さ、愛の尊

た方々の避難場所となった図書館で奮闘していま

さを訴えている素晴らしい作品です。ぜひ若い人達に

す。大阪狭山市立図書館は、幸い今回の地震の被

も読んでいただきたいものの一つです。

害はありませんでした。指定管理者（株式会社

図

ペンネーム ： 唯趣（ゆいしゅ） さん

書館流通センター）として運営を始めて５年目を
迎えます。図書館利用者の方のさまざまな要望に
お答えしたいと日々、努力しているつもりですが、

『Dear,こげんた』 mimi∥著
ネット上の掲示板でライブ中継された猫への虐待。そ

何かお気づきのことがございましたら、ご意見を

れをきっかけに行動をおこし、社会をも動かした人々の

いただきたいと思います。

思いや記録を綴った本です。命の尊さや生きものへの

これからも、気軽に何でも相談していただける
図書館、情報発信基地としての図書館をめざして
運営していきたいと考えております。よろしくお
願いいたします。

接し方を考えさせられました。
ペンネーム ： Ａさん
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●「歴史街道」●
ＰＨＰ研究所 毎月６日

男女問わず、幅広い世代に注目されてい
る歴史。テレビ番組や小説も人気ですが、そ
の中でも写真や図で歴史の深部まで分かり
やすく解説しているのが、『歴史街道』です。
注目されている歴史上の人物から表舞台に
はなかなか登場しない人物まで、様々な人
の生きざまを知ることができます。読んだこと
のない方はこの歴史ブームにのり、目を通し
てみてはいかがでしょうか？

梅田 みか
（1965〜 ）

作家・脚本家。東京にて、作家・
故梅田晴夫の長女として生まれ
る。慶応義塾大学文学部卒業。
出版社勤務を経て、シナリオライ
ターとなる。ドラマからアイドルもの
まで幅広く手掛けるかたわら、小
説も執筆。
（『作家・小説家人名事典 新訂』より）
梅田みかオフィシャルサイト
http://umedamika.com/（2011-03-03確認）

所蔵資料：
『主婦の掟』『書店員の恋』『好きだ
から、してあげる』など

大阪狭山市立図書館

事務所横に鎮座する図書館マス
コットキャラ（？）ピチアルマジロ
によるアナログ・ツイートコーナー。
毎月、いろいろ、つぶやきます。
※デジタル版はありません。

ホー、ホケキョッ。
んー。なんかちがうなあ
―2011 年 3 月 5 日のつぶやき―
春の訪れを感じながら、ウグイスのモノ
マネをする。意外とむずかしい……。

〒589-0021
大阪府大阪狭山市今熊一丁目 106
T E L：072-366-0071
F A X：072-366-0052
開館時間：午前９時〜午後８時
貸出冊数：ひとり１０冊
貸出期間：２週間
貸出延長：予約がない場合、１回に限り２週間の延長が
可能です。貸出期間内に電話・Web・携帯
サイト・館内検索機または、カウンターで手続
きをしてください。
※パスワード登録をすると、館内検索機やホーム
ページから本の予約、貸出照会、予約照会、貸出延長、
メールアドレスやパスワードの変更が可能になりま
す。登 録 を希 望 される方 は、カウンターまでお越
しください。

