
第１4巻　第 2号　　（通巻５2号）
発行日　　 令和元年 9月１０日
編集・発行　堺市立中央図書館
 　　〒590-0801 堺市堺区大仙中町 18－1
電話　　　　０７２（２４４）３８１１

FAX　　　　

URL 　　　　http://www.city.sakai.lg.jp/
               　　　　 

　　　　　と は ...

中央図書館の正面玄関前に、

堺生まれの詩人、河井醉茗氏

の歌碑があります。

年ごとに

ゆ りゆ り

譲り葉の

ゆ りしあとに

また新しく

この歌にちなみ、年月を経て、

世代を超えても、次々に新しい

情報をお伝えできるように、

堺市立図書館だよりに

「ゆづりは」と名づけました。
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世界遺産認定 百舌鳥・古市古墳群

目次

電子書籍貸出してます

…１

…２

…２

…３

…３

…４

…４

シリーズ堺の○○ 
　　　　　　さかいの自転車

祝 世界遺産認定 
　　　　　百舌鳥・古市古墳群

この本で解決

図書館で借りた本の
　　　　　記録を残せます

司書のイチ押し
『陽気なギャングが地球を回す』

 

令和元年７月に開催 ユネ コ世界遺産委員会 百舌鳥 古市古墳

群が世界文化遺産に登録 まし

堺市立図書館 登録を記念し 古墳群 世界遺産につい 知

い をお手伝い をコンセ に本を集 ック ェアを開催しまし

ま 中央図書館ロビ 周辺 古墳 航空写真や百舌鳥 古市古墳群に

関す 絵図や古書 写真を展示しまし

ペ月フ1日終了 展示資料 う 大

仙陵絵図 や 仁徳天皇御陵絵図 等 イ

ン ネッ 上 堺市立図書館地域資料

ルア カイ 覧い けます

図書館 ム に 特設 を開

設し ック ェアや展示 様子

ルア カイ 電子書籍 関連資料特集等

を掲載し います 全国各地 図書館 実

施 世界遺産 ック ェア 紹介

あ ます

2面 古墳に関す 資料を紹介し い

ます

堺市立図書館電話番号一覧

大仙陵絵図 [ 大正 1ブ年写 ]

仁徳天皇陵絵図［明治6年 (1ペ7フ)］

祝
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図書館で借りた本の記録を残せます

　図書館で借りた本をメモなどで残している方も多
いと思いますが、図書館ホームページに記録を残すこ

とができます。

　図書館ホームページにログイ

ンして「読書記録設定」を「記

録をする」に変更していただく

と、変更の後から借りた本の記

録を「マイライブラリー」の「読

書記録」で確認することができ

ます。

　記録は、並べ替えたり消したりで

きるほか、表計算ソフトで扱える形

式でダウンロードすることもできる

ので、加工して保存・印刷すること

もできます。

ぜひご活用ください。

記録は図書館の人

からも見えないよ

「読書記録」のご利用には図書館ホームページのパスワードが必要です。

パスワードをお持ちでない場合、図書館ホームページの「パスワード発行

申請」で設定してください。

Answer!

本この で

　堺の古墳群を訪れる方が増えています。今回は古墳を

見て歩き、その素晴らしさを感じていただくのに役立つ

本を紹介します。

　①　最近出た本はありませんか？

★ 『世界遺産百舌鳥・古市古墳群をあるく　ビジュ

アルMAP全案内』（久世仁士／著　創元社 　2019.8）

は世界遺産登録された 49基について専門家の解説と最

新の調査結果が載せられていています。古墳群全図のほ

か、詳細な地図もあり、古墳めぐりには最適な 1冊です。

また資料として中央図書館所蔵の絵図に描かれた古墳コ

レクションも掲載されています。

★ 「ザ・古墳群　百舌鳥と古市全 89基」（「ザ・古墳群」

制作委員会／編　2018.5）は現存する 89基の古墳を歩

いて取材、撮影したもので、わかりやすい道案内とそれ

ぞれの古墳の特徴の解説、ついでに立ち寄れる名所や地

元店の情報もあります。

★ 「古墳のひみつ　見かた・楽しみかたがわかる本」

（古代浪漫探究会／著　メイツ出版　2018.5）は築造時

期、墳形、被葬者についてなどの基礎知識や、大阪湾を

臨むこの地に巨大な古墳が造られた意味などの様々な情
報が載っています。

　②　子どもと一緒に古墳見学をしたいのです

が、わかりやすい本はありますか？

★ 『古墳のなぜ ?なに ?　百舌鳥古墳群ガイドブッ

ク』（堺市博物館／編集　2013.8）は堺市博物館を訪れ

る人から寄せられた古墳についての質問・疑問をもとに

作られていてわかりやすい内容です。電子図書館でのご

利用も可能です。

★ 『百舌鳥・古市古墳群　ふじいでらの世界遺産学

習ノート』（世界遺産学習資料編集委員会／編集　藤井

寺市教育委員会　2011.10）は百舌鳥・古市古墳群や世

界遺産の理解を深められる内容です。

　③　英語のガイドマップはありませんか？
★ 「Mozu-Furuichi Kofungun Walking Map」

（Conference Headquarters for the Promotion of 

Mozu-Furyuchi Kofungun　2015）があります。

　

　このほかに、古墳めぐりに必携の「百舌鳥古墳群

ウォーキング・マップ」（百舌鳥・古市古墳群世界文化

遺産登録推進本部会議／編集　2015.12）には 3 種類の

ウォーキングコースが設定されていて、写真を撮りなが

らビューポイントをめぐる「撮っておき（とっておき）！

コース」の情報もあります。

  秋の行楽シーズンに本と一緒に、世界遺産の「百舌鳥・

古市古墳群」をたずねてみてはいかがでしょうか？

    堺の古墳めぐりをしたいのですが、

ガイドブックはありますか
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図書館の電子書籍のご利用には、以下が必要です。

①堺市立図書館の貸出カード番号　②パスワード（地域資料は不要）

③インターネットに繋がっているパソコン、iOS端末、Android 端末のいずれか

の○○

シリーズ

堺堺
さかいの自転車

　堺の自転車づくりは、世界的にも知られる部品のメー

カーがあるなど優れた技術力で堺を代表する産業です。

自転車が堺で製造されるようになったいきさつについて

紹介します。

　自転車は幕末の慶応年間に日本に入ってきました。当

時は乗り物としては馬車や人力車が主流で、とても高価

であり、また道も悪かったため、危険をともなう乗り物

としてほとんど普及しませんでした。

　堺では明治三十年代になって自転車を時間貸しする業

者が現れ、ようやく庶民に普及していきました。ただこ

の頃も道路事情は悪く、衝突するなどして故障が絶えず、

修繕の需要が多い状況でした。こうした中で自転車のと

くに金属部分の修繕のために、堺の鉄砲鍛冶の技術が活

かされることになったのです。堺の鉄砲鍛冶の生産技術

は、戦国時代から江戸時代を通じて職人に引き継がれて

きました。鉄砲鍛冶の知識や豊富な経験が高度な技術と

して、堺の自転車産業発展に寄与していきました。自転

車産業と鉄砲鍛冶は、一見、関係がないように見えます

が、自転車のパイプの部分は、鉄砲の銃身を製造する技

術と似ています。また、銃身を置く台を作る技術も自転車の

サドルなどに応用することができたのです。

　自転車が普及していく中で、堺では自転車の競技大会が行

われました。明治 34年 11月 17日付の『大阪毎日新聞堺周

報』には「第一回双輪会大会」の記事があります。附州新田

と呼ばれた今の大浜公園の運動場で開催され、その日は「午

前より同会場に押懸しもの数を知らず露店商人等は亦此の群

集を当に其の外廓に店を懸連ねたらば日頃荒寥たりし附州新

田は忽にして繁華雑踏の巷となり」というぐらい多くの来場

者でにぎわったそうです。

「自転車のまち」として堺市では5月に自転車ロードレース「ツ

アー・オブ・ジャパン」が第１回からオープニングステージ

として開催されたり、コミュニティサイクルなどを通じて環

境にやさしいまちづくりをめざしています。さっそうと爽や

かな風に乗ってサイクリングを楽しんでみませんか？

【参考文献】

『堺の自転車』（堺輪業協会）1939 年

『堺市の自転車工業』（堺市役所経済部商工課堺自転車産業振興会）1955 年

『島野庄三郎傳』（島野工業）1959 年

『島野工業 50年のあゆみ』（ダイヤモンド社）1971 年

『堺あれこれ』松本壮吉・著（堺商工会議所）1976 年

『シマノ工業 60周年記念社史・明日への挑戦』（島野工業） 1982 年

『堺輪業協会五十年史　堺の自転車物語』中山凡流・著（堺輪業協会）1984 年

『自転車の文化史』（中公文庫）佐野裕二・著（中央公論社） 1988 年

『フォーラム堺学　第 8集』「堺と自転車」中村博司・著（堺都市政策研究所）2002 年

『自転車物語　スリーキングダム　王国の栄枯盛衰』角田安正・著（八重洲出版）2014 年

『自転車物語Ⅱ　バトルフィールド』角田安正・著（八重洲出版）2017 年

『自転車のまち　堺のあゆみ』（堺自転車環境共生まちづくり企画運営委員会）2018 年

つけす

おしかけ こ

あて がいかく かけつら こうりょう

たちまち

また

電子図書館の利用はこちらから あそびに

きてね！
https://www.d-library.jp/SKI01/g0101/top/

お弁当レシピを「電子書籍」で探す

  

   

　秋の行楽や運動会のお弁当に、図書館に来なくても

使える電子書籍のレシピを活用してみませんか？

★ 「繰り返し作りたくなる！ラク弁レシピ ２」

   長谷川 りえ 著 枻出版社

   曲げわっぱのお弁当箱にご飯とおか

ずがぎゅっと詰まったおいしそうな

写真がたくさん。眺めるだけでもお

弁当作りの参考になりそうです。

   レシピだけでなく、曲げわっぱのお手入れ方法や、

おかずの詰め方の失敗写真もあり、ご飯にめり込んだ

ハンバーグはちょっと笑ってしまいます。

★ 「サラ弁」ほりえ さちこ 著　主婦と生活社　

   「サラリーマン男子が真に求めるお弁当とは何か？」

を追求したレシピが盛り沢山。ガッツリおかずからお

弁当のすき間に大活躍のお野菜メインの常備菜までボ

リューム満点・栄養重視のお弁当レシピです。

「既婚男性 100人に聞きました！」のアンケート

調査結果も必見です。

★ 「世界のサンドイッチ図鑑」

　佐藤 政人 著 誠文堂新光社

   サンドイッチのお弁当はいかかでしょう？

世界 79か国 350種以上のサンドイッチが簡単なレシピと一緒

に載っています。定番のハムやたまごを挟んだものから、ポテ

トチップや生肉を挟んだ変わり種もたくさん紹介されています。

いつもと違ったサンドイッチにチャレンジしてみては ?

　ここで紹介したもの以外にも電子図書館では様々なレシピ本

をご利用いただけます。是非ご活用ください。
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配架資料番号　１－K３ー１９ー０１１５

中央図書館　　　　244-3811  

くすのき号　　　　244-3811

堺市駅前分館　　　222-0140 

中図書館　　　　　270-8140

東百舌鳥分館　　　234-9600

東図書館　　　　　235-1345

初芝分館　　　　　286-0071   

西図書館　　　　　271-2032  

南図書館　　　　　294-0123

栂分館　　　　　　296-0025 

美木多分館　　　　296-2111

北図書館　　　　　　　　258-6850

美原図書館　　　　　　　369-1166

人権ふれあいセンター舳松人権歴史館

人権資料・図書室　　　 245-2534

青少年センター図書室　 228-6331

☎  堺市立図書館電話番号一覧  ☎

音声応答サービス　　280-0415 　　ホームページURL　http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/library/

『陽 気 な ギ ャ ン グ が 地 球 を 回 す』

            伊 坂  幸太郎／著　　祥伝社
　みなさんには記憶を消

して何も覚えていない状

態でもう一度読みたい本

はありますか？

　  私はトリックが綿密

に練られ意外な人が犯人

だったミステリ小説や、

びっくりするような展開

が繰り広げられる絵本を

読んだときなど、頻繁に

記憶を消してもう一度こ

の感動を味わいたい！という気持ちになります。実際

に記憶を消して読み直すということはできないのです

が、もし1冊だけ記憶を消してまっさらな状態で読む

ことができるチャンスが与えられたなら、私は伊坂幸

太郎さんの『陽気なギャングが地球を回す』を選びま

す。

　嘘を見抜く名人、演説の達人、スリの天才、正確な

体内時計を持つ女、この4人のギャングが銀行強盗を

するお話です。4人はそれぞれの特技を活かし、銀行

強盗を成功させます。そして別の銀行襲撃の計画を立

てるとき、4人はとある事件に巻き込まれます。この

身近にいそうでいない登場人物たち、実際に起こりそ

うで起こらない事件から、日常と非日常の隙間を覗く

ことができてとてもわくわくします。物語が猛スピー

ドで駆け抜けていく疾走感と少しずつはまっていく

ピースにどきどきすることまちがいなしです。読了後

は映画を1本見終わったような爽快感が味わえると思

います。気になった方はぜひ読んでみてください。

　みなさんが記憶を消してもう一度読みたいと思って

くださるかどうかはわかりませんが、この機会に「こ

の本が好きだ」と思っていただける方がひとりでも多

くなればうれしいです。

　このお話はシリーズになっており、2003年に『陽

気なギャングが地球を回す』が出版され、次いで『陽

気なギャングの日常と襲撃』が2006年に発売されま

した。そして約10年の時を経て、書き下ろしの新作

である『陽気なギャングは三つ数えろ』が2015年に

発売されました。1作目を読んでおもしろいなと思っ

た方も、1作目は読んだけどシリーズになっているの

は知らなかったという方も、ぜひシリーズを通してお

楽しみください。　（K.M）

( 参考図書）

『陽気なギャングが地球を回す』　2003年

『陽気なギャングの日常と襲撃』　2006年

『陽気なギャングは三つ数えろ』　2015年

　                   伊坂 幸太郎／著　祥伝社

司書の　　  押しイチ


