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TRC和泉図書館 

８日(金)29日(金) 

30日(土)31日(日) 

  TRC南部 

ﾘｰｼﾞｮﾝｾﾝﾀｰ図書室 

 １日(金)４日(月) 

11日(月)18日(月) 

25日(月)29日(金) 

30日(土)31日(日) 

 

 

今月のお休み
TRC北部 

ﾘｰｼﾞｮﾝｾﾝﾀｰ図書室 

 
15日(金)29日(金) 

30日(土)31日(日) 

 

４日(月)11日(月) 

18日(月)22日(金) 

25日(月)29日(金) 

30日(土)31日(日) 

にじのとしょかん 

 

TRCシティプラザ 

図書館 

１日(金)29日(金) 

30日(土)31日(日) 

 

 
 
 
 

１１月４日（土）にイオン和泉府中店で「えほんのひろば」を行いました。絵本がたくさん置かれ

たひろばで、多くの皆さんがリラックスして絵本の世界を楽しまれていました。 

会場にはコダイくん・ロマンちゃん・もずやんも遊びに来てくれ、一緒に写真を撮ったり、握手をし

たり、楽しい時間を過ごしました。 

男性スタッフの「読みメンによるおはなし会」は、紙芝居や、 

リズムにのりながらの読み聞かせ、エプロンシアターなど盛り沢山の内容でした。 

「出張こどもまつり」の演目は、人形劇「さんまいのおふだ」でした。 

恐ろしい姿の「やまんば」の登場に、会場は大盛り上がり。 

迫力のある人形劇に、息を呑んで見入っていました。 

普段図書館を利用されない方にもこのような行事を通して 

図書館を知っていただく良い機会になりました。 

参加されたみなさんありがとうございました！ 

 

年末年始休館のお知らせ 
年末年始は下記の日程で休館させて頂きます。 

１２月２９日（金）～１月３日（水） 
休館中は電話応答なども全て行っておりませんのでご了承ください。 

 

年末年始の返却ポスト 
和  泉…２階ポストのみ利用可 北  部…ポスト利用可 

プラザ…１階ポストのみ利用可 南  部…ポスト利用可 

に  じ…ご利用できません 

※ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤはポストへ返却することはできません。 

※休館中の駐車券の手続きについては、図書館ホームページをご覧ください。 

えほんのひろば＆出張「こどもまつり」 

＆読みメンによるお話会が開催されました！ 
 



 

文学賞紹介コーナー 

野間児童文芸賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 キラキラ共和国 小川 糸∥著 

2 マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 

5 たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 

5 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 

5 琥珀の夢 上 伊集院 静∥著 

6 ミステリークロック 貴志 祐介∥著 

8 琥珀の夢 下 伊集院 静∥著 

8 この世の春 上 宮部 みゆき∥著 

10 この世の春 下 宮部 みゆき∥著 

10 友情  山中 伸弥∥著 

１位『キラキラ共和国』  

小川 糸∥著 幻冬舎    

夫からの詫び状、憧れの文豪からの葉書、大切

な人への最後の手紙…。伝えたい思い、聞きた

かった言葉、承ります。鎌倉を舞台にした代書

屋の物語。「ツバキ文具店」の続編。『小説幻冬』

連載を単行本化。 

 

10 位『友情』 

      山中 伸弥∥著 講談社

告げられた余命は 3 カ月。生還か、永遠の別

れか-。大人の男たちが挑んだ極限の闘い。

2016年に53歳で亡くなった平尾誠二の「最

後の 1 年間」を、闘病生活を支えた山中伸弥

と平尾夫人が語る。『週刊現代』の対談も収録。 

～１１月の予約ランキング～ 

 

 

野間児童文芸賞は、「野間文芸賞」の児

童文学部門を独立させて昭和３８年に制定

された賞で、新聞や雑誌、単行本に発表さ

れた作品の中から優れた作品を選出して与

える賞。 

 

第５５回 受賞作品 

『神隠しの教室』 
山本 悦子∥作 丸山 ゆき∥絵 童心社 

 

 

参考『最新文学賞事典 2009-2013』 

初 袋 貸
図書館員がテーマごとに選んだ本 

３冊を、袋に入れて貸出します！ 
 

ＴＲＣ和泉図書館で開催！ 

２０１８年１月４日（木） 

１０：００～なくなり次第終了！ 
 

※ご注意ください※ 

・図書館カード 1 枚につき 1 袋の貸出です。 

・カードに本 3 冊分の空きが必要です。 

・事前に返却本をお持ちいただく際には、 

必ずカウンターまでのご返却をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

問合せ：ＴＲＣ和泉図書館 

 



 

和泉市立図書館 新着図書案内 2017年 12月号 

 

 

 

 今月の新着図書

(書名)  (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

    

人生を狂わす名著５０ 三宅 香帆∥著 ライツ社 019.9 

新聞の嘘を見抜く 徳山 喜雄∥著 平凡社 S 070.2 

もう雑談のネタに困らない！大人の雑学大全 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 049 

「怒り」を活かす人、「怒り」に振り回される人 和田 秀樹∥著 海竜社 141.6 

― 歴史・地理 ― 

    

オスマン帝国の崩壊 ユージン ローガン∥著 白水社 227.4 

これが人間か プリーモ レーヴィ∥著 朝日新聞出版 234 

西郷隆盛の生涯  洋泉社 289.1 

駅ナカ、駅マエ、駅チカ温泉 鈴木 弘毅∥著 交通新聞社 S 291 

― 社会科学 ― 

    

不都合な日本語 大野 敏明∥著 展転社 304 

知らぬは恥だが役に立つ法律知識 萩谷 麻衣子∥著 小学館 S 320.4 

現場で役立つ要介護認定調査員調査・判断の重要ポイント 今田 富男∥著 ナツメ社 364.4 

子どものやる気をなくす３０の過ち 宮口 幸治∥著 小学館集英社プロダクション 371.4 

★新書は分類にて S、文庫はMと表示しています。 

『流されて生きなさい』 

枡野 俊明∥著 

廣済堂出版 分類 188.8 

人間関係は、自分の意思や努力でうまくいくものではありません。縁に任せるのがい

ちばんです－。「世界が尊敬する１００人」に選ばれた禅僧が、「運」と「縁」にゆだ

ねてラクに生きるための禅の智慧を伝えます。 

『元号』 

山本  博文∥編著 

悟空出版 分類 210 

元号を追えば日本の歴史が見えてくる－。大化から平成に至るすべての元号について、

改元年月日、元号の出典、改元理由、元号使用期間、その時代の在位天皇などの基礎

データに加え、その時代に起きた主なできごとを解説する。 

『４７都道府県・妖怪伝承百科』 

小松  和彦∥監修 常光  徹∥監修 香川  雅信∥編 飯倉  義之∥編 

丸善出版 分類 388.1 

地元の「妖怪」を知っていますか？  各地の伝承に存在する、海の怪、川の主、座敷

童子、キツネなど、特徴的な妖怪たちの話を民俗学的視点から都道府県別の切り口で

解説し、妖怪たちの魅力と彼らを生み出した風土・歴史を紹介。 



 

 

― 自然科学 ― 

    

高校生が感動した確率・統計の授業 山本 俊郎∥著 ＰＨＰ研究所 S 417 

十二支読本 稲田 義行∥著 創元社 449.3 

カラー図鑑日本の火山 高田 亮∥監修 ナツメ社 453.8 

老いない人は何を食べているか 松生 恒夫∥著 平凡社 S 493.4 

― 技術 ― 

まちを読み解く 西村 幸夫∥編 朝倉書店 518.8 

世界の美しい窓 五十嵐 太郎∥編著 エクスナレッジ 524.8 

東芝の悲劇 大鹿 靖明∥著 幻冬舎 540.6 

３日目のワインがいちばんおいしい 渡辺 良平∥著 新星出版社 588.5 

― 手芸・料理・子育て ― 

    

「ひよりごと」我が家の逸品 ひより∥著 イースト・プレス 590 

ストールの巻き方ＢＩＢＬＥ  宝島社 593.8 

子どもの病気ＳＯＳ 草川 功∥監修 マガジンハウス 598.3 

― 産業 ― 

    

農業を繋ぐ人たち 湯川 真理子∥著 西日本出版社 611.7 

まるごとわかるイチゴ 西澤 隆∥著 誠文堂新光社 626.2 

銭湯は、小さな美術館 ステファニー コロイン∥著 啓文社書房 673.9 

久米宏です。 久米 宏∥著 世界文化クリエイティブ 699.3 

『フェルト羊毛でつくる和のこもの』 

須佐 沙知子∥著 

朝日新聞出版 分類 594.9 

富士山、桜と文鳥のブローチ、招き猫、ひな飾り、薬玉、こけしと手まり、和飴

のイヤリング…。日本をイメージさせるモチーフのフェルト羊毛のこものを、作

り方とともに紹介する。 

『侵略する豚』 

青沼 陽一郎∥著 

小学館 分類 648.2 

黒船の時代から食肉はいさかいの種！？ 「豚肉」を追いかけてアメリカ・中国へ

と海外取材。旅をしながら日本の食を考えた！ 「食料植民地ニッポン」続編。ウ

ェブマガジン『ＢＯＯＫ ＰＥＯＰＬＥ』連載を再構成し単行本化。 

『お口の育て方』 

竹内  敬輔∥著 

光文社 分類 497.7 

将来の「歯並び」「顔だち」「成績」「歯科治療費」は、０歳～３歳のお口の習慣で決

まる！  一生自分の歯でおいしく食べられるように、子どものお口の育て方を、絵

本スタイルで紹介する。 



 

 

― 芸術・スポーツ ― 

    

どうしても欲しい！ エリン Ｌ．トンプソン∥著 河出書房新社 707.9 

愛の方程式 金澤 翔子∥書 新日本出版社 728.2 

ヴォイス・ケア・ブック ガーフィールド デイヴィス∥著 音楽之友社 767.1 

中学生棋士 谷川 浩司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ S 796 

― 言語・文学 ― 

    

子どもの英語力は家で伸ばす 関 正生∥著 かんき出版 830.7 

ドイツ語で読む星の王子さま サン＝テグジュペリ∥著 ＩＢＣパブリッシング 847.7 

花高野 道浦 母都子∥著 角川文化振興財団 911.1 

― ビジネス・PC ― 

    

仕事を任せたくなる人の条件 平松 陽一∥著 産業能率大学出版部 BU 159.4 

優れたリーダーはみな小心者である。 荒川 詔四∥著 ダイヤモンド社 BU 336.3 

ｉＰｈｏｎｅすらすらマスター 舘神 龍彦∥著 枻出版社 PC 694.6 

― YA ― 

リアル人生ゲーム完全攻略本 架神 恭介∥著 筑摩書房 Y 159 

ムリなく、ムダなく、小中学校の理科がしっかり身につく。 左巻 健男∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ Y 400 

思い出した訪問 エドワード ゴーリー∥著 河出書房新社 Y 726 

さよなら、田中さん 鈴木 るりか∥著 小学館 Y 913 

『粋な古伊万里』 

「粋な古伊万里」図録編集部∥編 

平凡社 分類 751.1 

江戸っ子たちを魅了した、革新的な伊万里のうつわのデザイン。華やかで美しい名

品の数々を多数紹介しつつ、粋なデザインの魅力に迫る、古伊万里ビジュアルブッ

ク。松岡正剛によるエッセイも収録。 

『図説日本の文字』 

今野 真二∥著 

河出書房新社 分類 811 

国宝のなかの文字、絵画化された経文、貨幣に刻まれた文字、海外で印刷された漢

字…。古代から現代まで、漢字・ひらがな・カタカナの書かれ方・使用のされ方を

ヴィジュアルに紹介する。見返しに図版あり。 

『はじめての今さら聞けないインスタグラム入門』 

吉岡 豊∥著 

秀和システム 分類ＰＣ547.4 

写真を中心としたＳＮＳ、インスタグラムの使い方を丁寧に解説。また、おしゃれ

な写真投稿するためのヒントやインスタグラムを利用する上での注意点等も紹介す

る。スマートフォン全機種完全対応。見返しに本書の使い方あり。 



 

 

― 小説 ― 

    

踊る星座 青山 七恵∥著 中央公論新社 913.6 

角の生えた帽子 宇佐美 まこと∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

猫ヲ捜ス夢 小路 幸也∥著 徳間書店 913.6 

失恋バスは謎だらけ 森沢 明夫∥著 双葉社 913.6 

政治的に正しい警察小説 葉真中 顕∥著 小学館 M 913.6 

ねこの証明 森村 誠一∥著 講談社 M 913.6 

― 時代小説 ― 

    

天魔の所業、もっての外なり 岩井 三四二∥著 淡交社 913.6 

乱世をゆけ 佐々木 功∥著 角川春樹事務所 913.6 

ふろしき同心御用帳 井川 香四郎∥著 光文社 M 913.6 

すっからかん 経塚 丸雄∥著 祥伝社 M 913.6 

ころころ手鞠ずし 坂井 希久子∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

― エッセイ・海外小説 ― 

    

泣きたくなるような青空 吉田 修一∥著 木楽舎 914.6 

１３・６７ 陳 浩基∥著 文藝春秋 923.7 

ＡＭ／ＰＭ アメリア グレイ∥著 河出書房新社 933.7 

レーナの日記 エレーナ ムーヒナ∥著 みすず書房 985 

『手がかりは「平林」』 

愛川 晶∥著 

原書房 分類 913.6 

落語を聞いていた児童たちのたわいない言葉遊びが、お伝さん襲撃事件に意外なか

たちでむすびつき…。表題作のほか「カイロウドウケツ」を収録。落語好きからミ

ステリマニアまで楽しめる、本格落語ミステリー第６弾。 

『欺きの童霊』 

輪渡  颯介∥著 

講談社 分類 913.6 

溝猫長屋で亡くなったお多恵が祀られた祠をお参りして以来、忠次ら４人は幽霊が

分かるように。銭の入った巾着袋を失くした銀太は幽霊を見たせいにしようと空き

家に忍び込むが、そこに本物の幽霊が…。怖いけど愉快な幽霊綺談。 

『ていだん』 

小林  聡美∥著 

中央公論新社 分類 914.6 

３人で語ろう－。女優・小林聡美が会いたかった噺家、俳優、ミュージシャン、絵

本作家、料理人、漁師…。ゲスト３６名と語り尽くしたスペシャルな鼎談集。『婦人

公論』掲載を単行本化。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday!! 
いわさきちひろ(15 日) 

 

 大正７年、福井県武生市生まれ。東京府立

第六高女卒業。14 歳から中谷泰、赤松俊子

に師事して洋画を学ぶ。17 歳で朱葉会女子

洋画展に入選。昭和 21 年より「人民新聞」

の美術記者となり、翌年から新聞のカットや

挿絵を描き始める。昭和 41 年『絵のない絵

本』を描く。以後、毎年童心社の＜若い人の

絵本＞を描き、『赤い蝋燭』を含め８点に及ぶ。

昭和 43 年ころから絵本製作に意欲的に取り

組み、国際的な受賞も多い。昭和 49 年死去。 

 

「雪虫（ゆきむし）」 
雪虫は体長３～４ミリメートルのちいさな虫。白くて、ゆっくりフワリフワリと雪がふるよう

に飛ぶところから、この名で呼ばれるようになりました。正式な名前は「トドノネオオワタ

ムシ」。植物の汁をすってくらすアブラムシのなかまです。名前には“雪”の文字がはいっ

ていますが、冬のあいだは小さな卵で季節を越します。 

参考：『雪虫 月刊たくさんのふしぎ 第 344号』 

他の１2 月生まれの作家(敬称略) 

群ようこ(5 日)  松本清張(21 日) 

堀辰雄(28 日)  俵万智(31 日) 

参考：『児童文学者人名事典 日本人編・上巻あ～さ行』 

 

『信じる覚悟 超訳西郷隆盛』 
鈴木博毅∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

幕末を大きく動かした立役者の一人と

して活躍した西郷隆盛には、日本を「本

当の文明国」にするという理想がありま

した。本当の良い社会とは何か、人の美

しさとは何か、誰にも恥じることのない

生き方とは何か。その理想と信念を貫く

生き方を超訳したこの本は、迷った時に

何か示唆を与えてくれるかもしれませ

ん。 



 

 

  

 

ＯＳＡＫＡ ＰＡＧＥ ＯＮＥ キャンペーン 

 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/osakapageone/index.html より 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 予約（リクエスト）をご利用ください(市内利用者の方) ― 

 資料の予約やリクエストは予約カードに記入し、スタッフにお渡しください。 

 また当館所蔵の資料（コミック除く）は、図書館内の端末機（OPAC）や、図書館 HP 内の 

Web-OPAC からもご予約いただけます。 

― 和泉市立図書館ケイタイ用ＨＰ(ホームページ)をご利用ください ― 

和泉市立図書館はＰＣ用ＨＰのほか、ケイタイ用ＨＰもございます。 

右のコードからアクセス可能ですので、ご利用ください。 

★☆★☆★！！利用者の皆様へ！！★☆★☆★ 

図書館カード(ＩＣタグ化が済んだもの)を複数枚重ねて所持した場合、販売店等に設置しています 

電波式盗難防止ゲートを通過する際に、誤作動する恐れがあります。 

図書館カードを複数枚重ねてカードケース又は財布などに入れないよう、ご注意ください。 

◆TRC和泉図書館 ℡４４－３０７１ 

開館時間 月～金曜…午前１０時～午後９時 土・日・祝日…午前９時～午後８時 

◆TRCシティプラザ図書館 ℡５７－６６７０ 

開館時間 月～金曜…午前１０時～午後９時 土・日・祝日…午前９時～午後８時 

◆人権文化センター図書室（にじのとしょかん）  ℡４７－１０４０ 

開館時間 火～土曜…午前１０時～午後６時 日曜・祝日…午前１０時～午後５時 

◆TRC南部 RC図書室  ℡９２－３８１１  開館時間 火～日曜…午前１０時～午後６時 

※祝日・振替休日と月曜日が重なる場合は開館し、その直後の平日が休館日になります。 

◆TRC北部 RC図書室  ℡９０－７５１２  開館時間 …午前１０時～午後８時   

 

http://www.library.izumi.osaka.

jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP 

和泉市立図書館ご案内 

光明池の名は光明皇后の名前をいただいてつけられました。 

南海バス、光明台一丁目西停留所から約３分。 

和泉国分寺の光明皇后生誕伝説や千人風呂伝説にちなんで光明池という名がついた。1941 年に

灌漑用ため池として整備された。貯水量は約 370 万立方メートルと府下最大であり、現在は約

300ha の灌漑を担っている。和泉市の上水道の水源にも利用されている。 

参考：『和泉市地名スポット日めくり』 

 


