
和泉市立 

図書館だより 
 

  

    課題図書について 

 

 

 

    視聴覚資料のセキュリティ・ケースについて 

 

 

 

    父の日に読みたい本（和泉図書館） 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館６月の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ）は、現在、セキュリティ・ケース（透明ケース）で保護していま

す。貸出の際は、ケースのロックを外しますので、カウンターへお持ちください。自動貸出機をご

利用いただいても、ケースのロックは外れません。 

父の日に読みたい本を、児童書コーナーで展示しています。 

お父さんに読んでほしい本、一緒に読みたい本など、いろいろな本が並んで 

いるので、ぜひ、ご覧ください。 

新着書案内 

開催日 時間 場所 開催日 時間 場所

こどもまつり
大型絵巻絵本「ふれふれなんだ
あめこんなあめ」

４日（土） 午後３時～４時 集会室１ ２５日（土） 午後３時～４時
地下１階
リハーサル室

おりがみ教室 アジサイ・カエル・カタツムリ ２２日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ３日（金） 午後２時３０分～４時
シティプラザ３階
学習室１Ａ・１Ｂ

子ども手づくり教室 七夕 １日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ２２日（水） ２時３０分～４時
３階学習室
１A・1B

子ども工作教室 エサをついばむ白鳥 １８日（土） 午前１０時３０分～正午 ミーティングルーム

おはなしの日 ミアッカどん ２５日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

ちいさなおはなしかい 「あめ」のおはなし　１ ９日（木） 午前１１時～１１時３０分
シティプラザ図書館
お話室

おはなしかい 「あめ」のおはなし　２ １８日（土） 午前１１時～１１時３０分
シティプラザ図書館
お話室

テーマ・内容行事名
和泉図書館 シティプラザ図書館

 ６月２０日（月）より課題図書の貸出が、おひとり１冊１週間になります。延長もできなくなります

ので、お気をつけください。 

 多くの方にご利用していただくため、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。 



☆ 新 着 図 書 ☆ 

（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 趣 味 ・ 実 用 ― 

〈書類・手帳・ノート・ノマド〉の文具術 美崎 栄一郎∥著 ダイヤモンド社 002 

朝日新聞報道写真集 2011 朝日新聞社∥編集 朝日新聞出版 070 

ＦＢＩ捜査官が教える「しぐさ」の心理学 ジョー ナヴァロ∥著 河出書房新社 141 

発達心理学 無藤 隆∥編著 ミネルヴァ書房 143 

チェンジメーカー 勝間 和代∥著 講談社 159 

世界の聖地バイブル アンソニー テイラー∥著 ガイアブックス 162 

伊勢と出雲の神々 皇學館大学∥編 学生社 175 

超訳ブッダの言葉 小池 龍之介∥編訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 182 

城下町時代ＭＡＰ 上方編 新創社∥編 ＰＨＰ研究所 210 

知れば知るほど面白い！江戸三百藩 山本 明∥著 西東社 210.5 

中国の歴史を知るための６０章 並木 頼壽∥編著 明石書店 222 

チャップリンの影 大野 裕之∥著 講談社 289 

中国の恫喝に屈しない国 西村 眞悟∥著 ワック 310 

誰がメドベージェフを不法入国させたのか 産経新聞モスクワ支局∥著 産経新聞出版 319 

わかる×わかった！物理化学 齋藤 勝裕∥共著 オーム社 431 

鳴き声と羽根でわかる野鳥図鑑 吉田 巧∥監修 池田書店 488 

下痢、ストレスは腸にくる 石蔵 文信∥著 大阪大学出版会 493 

図解・超高層ビルのしくみ 鹿島∥編 講談社 526 

「はやぶさ」からの贈り物 朝日新聞取材班∥著 朝日新聞出版 538 

ヨーガンレールの社員食堂  野菜でつくる一皿料理 佐藤  雅子∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 596 

お菓子の教科書ビギナーズ 矢崎 美月代∥著 新星出版社 596 

木育おもちゃで安心子育て ０～３歳 多田 千尋∥著 黎明書房 599 

大阪万博 都築 響一∥〔編〕著 アスペクト 606 

色・季節でひける花の事典８２０種 金田 初代∥文 西東社 627 

東洲斎写楽はもういない 明石 散人∥著 講談社 721 

今日から始めるカンタン英語でブログ 浅羽 真由美∥著 マクミランランゲージハウス 836 

― パソコン（ＰＣ） ― 

フォトショップエレメンツ３０日でマスター 森村 進∥執筆 学研パブリッシング PC   007 

ｆａｃｅｂｏｏｋ基本＆便利技 横田 真俊∥著 技術評論社 PC   547 

はじめて作るＷｉｎｄｏｗｓ７自作ＰＣ  学研パブリッシング PC   548 

― ビジネス（ＢＵ） ― 

大人の常識・非常識 佐藤  方俊∥著 ぎょうせい BU   336.4 

評価される報告書・レポートの基本とコツ 山崎 政志∥監修 学研パブリッシング BU   336.5 

苦情対応実践マニュアル 関根 眞一∥著 ダイヤモンド社 BU   673 

 



（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 小 説 ・ エ ッ セ ー ― 

きことわ 朝吹  真理子∥著 新潮社 ９１３．６ 

県庁おもてなし課 有川 浩∥著 角川書店 ９１３．６ 

八月の犬は二度吠える 鴻上 尚史∥著 講談社 ９１３．６ 

ゴーストハント ２ 小野 不由美∥著 メディアファクトリー ９１３．６ 

永遠 小手鞠 るい∥著 角川書店 ９１３．６ 

ナニワ・モンスター 海堂 尊∥著 新潮社 ９１３．６ 

天使の報酬 真保 裕一∥著 講談社 ９１３．６ 

ワーカーズ・ダイジェスト 津村 記久子∥著 集英社 ９１３．６ 

傾（カブキ）物語 西尾 維新∥著 講談社 ９１３．６ 

秘密のスイーツ 林 真理子∥著 ポプラ社 ９１３．６ 

ＴＹＯゴシック 古川 日出男∥著 ヴィレッジブックス ９１３．６ 

花の鎖 湊 かなえ∥著 文藝春秋 ９１３．６ 

ばんば憑き 宮部 みゆき∥著 角川書店 ９１３．６ 

四畳半王国見聞録 森見  登美彦∥著 新潮社 ９１３．６ 

ポリス猫ＤＣの事件簿 若竹 七海∥著 光文社 ９１３．６ 

お徳用愛子の詰め合わせ 佐藤  愛子∥著 文藝春秋 ９１４．６ 

村上春樹雑文集 村上  春樹∥著 新潮社 ９１４．６ 

パニック・パーティ アントニイ  バークリー∥著 原書房 ９３３ 

― こどものほん ― 

エラのがくげいかい カルメラ ダミコ∥文 小学館 えほん 

おじいちゃんちのたうえ さこ ももみ∥作 講談社 えほん 

くまときつね いもとようこ∥文 絵 金の星社 えほん 

これは本 レイン スミス∥作 ＢＬ出版 えほん 

パパとあたしのさがしもの 鈴木 永子∥作 絵 ひさかたチャイルド えほん 

これは真実か!?日本歴史の謎１００物語  岩崎書店 Ｋ２１０ 

知ろう！防ごう！自然災害 佐藤 隆雄∥著 岩崎書店 Ｋ３６９ 

わらえる!!やくだつ??ことわざ大全集 ながたみかこ∥著 ポプラ社 Ｋ８１４ 

にっこりおいしい大作戦 あんびるやすこ∥著 岩崎書店 Ｋ９１３ 

ミヤマ物語 第二部 あさのあつこ∥著 毎日新聞社 Ｋ９１３ 

怪盗ブラックの宝物 那須 正幹∥作 福音館書店 Ｋ９１３ 

ガフールの勇者たち キャスリン ラスキー∥著 メディアファクトリー Ｋ９３３ 

ユリシーズ・ムーアと石の守護者 〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ∥著〕 学研パブリッシング Ｋ９７３ 

新約とある魔術の禁書目録（インデックス） 鎌池 和馬∥〔著〕 アスキー・メディアワークス ＫＭ９１３ 

断章のグリム １４ 甲田 学人∥〔著〕 アスキー・メディアワークス ＫＭ９１３ 

メグとセロン ６ 時雨沢 恵一∥〔著〕 アスキー・メディアワークス ＫＭ９１３ 

風の王国 毛利 志生子∥著 集英社 ＫＭ９１３ 



 平成２３年度６月自動車文庫巡回予定表 

 巡回駐車場名(五十音順) 曜日 巡回時間（午後） ６月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンフォート内） ※  水 １：３０ ～ ２：３０ 15 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ 7  28 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ 16 

 光明台北小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ 1  22 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ 21 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ 7  28 

 鶴山台三丁目（コミュニティセンター駐車場内）   火 １：３０ ～ ３：００ 21 

 鶴山台南小学校 ※ 水 ３：００ ～ ４：３０ 15 

ﾌ 伏見町三丁目（伏見町会館前） ※   水 １：３０ ～ ２：３０ 1  22 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ 16 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ 2  23 

 南横山小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ 8  29 

        ※の駐車場は２３年度より巡回時間が変更になった駐車場です。 

       

    和泉市図書館ご案内 

 

和泉図書館  和泉市府中町一丁目２０－１  ℡４４－３０７１（３月２０日より「フチュール和泉」３階にオープン） 

休館日…６月１０日（金） ※月曜、休館がなくなりました。 

開館時間 月曜日～金曜日…午前１０時～午後９時 土曜日・日曜日・祝日…午前９時～午後８時 

シティプラザ図書館  和泉市いぶき野五丁目４－７ （和泉ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ地下 1階） ℡５７－６６７０ 

休館日…６月１７日（金） 

開館時間 月曜日～金曜日…午前１０時～午後９時 土曜日・日曜日・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）  和泉市伯太町六丁目 1-20  ℡４７－１０４０ 

休館日…６月６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２４日（月）、２７日（金） 

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

南部リージョンセンター図書室  和泉市仏並町３９８番地の１  ℡９２－３８１１ 

休館日…６月３日（金）、６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月） 

開館時間 火曜日～日曜日…午前１０時～午後６時 

 

― 自動車文庫をご利用の方へ ― 

 自動車文庫で借りられた本は、他の巡回駐車場や図書館でも返却できますのでご利用ください。 

― 予約（リクエスト）をご利用ください ― 

 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（コミックのぞく）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。 

和泉市図書館HP http://www.library.izumi.osaka.jp/ 

 


