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☆ 新 着 図 書 ☆ 

和泉、シティプラザ両館にて夏休み工作教室を開催します。 

・シティプラザ図書館  「４場面絵変わり」 「すてきなファン」 

８月１０日（水） １３：３０～１５：００ 場所：シティプラザ地下１多目的室 定員１００名 小学生以上対象。 

（ハサミが使えれば小学生以下も保護者同伴で可） 申込み不要。材料はこちらで準備しております。 

・和泉図書館  ８月２３日（月） 「身の回りにあるもので小物作り」 「バルーンアート作り」 

１３：００～１５：００ 場所：和泉図書館ミーティングルーム 定員なし。  

ハサミ、木工用ボンドの持参をお願い致します。 

 

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
人形劇「ヘンゼルと
グレーテル」ほか

2日（土） 午後３時～４時 集会室1・２ ２3日（土） 午後３時～４時
地下１階
リハーサル室

おりがみ教室
和泉：ドラえもん・トトロ
プラザ：傘

27日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム 1日（金） 午後２時３０分～４時
シティプラザ３階
学習室１Ａ・１Ｂ

子どもてづくり教室 金魚 6日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ２7日（水） 午後２時３０分～４時
３階学習室
１A・1B

子ども工作教室 レーシングカー 16日（土） 午前１０時３０分～正午 ミーティングルーム

ちいさなおはなしかい テーマ：やまとむし 14日（木） 午前１1時～１1時３０分 おはなし室

おはなしかい テーマ：おひさま 16日（土） 午前１1時～１1時３０分 おはなし室

おうたのひ 「ほたるこい」ほか 16日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

おはなしのひ
おはなし
「うりこひめ」ほか

23日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

子どものための映画会
【ウミガメと少年」
（野坂昭如：原作）

９日（土） 午後２時～２時４５分 地下１階多目的室

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）から８月３１日（水）まで課題図書の貸出が、おひとり１冊１週間になりました。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。 



 

（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 趣 味 ・ 実 用 ― 

絵本はこころの処方箋 岡田 達信∥著 瑞雲舎 019     

雨の降る日は考える日にしよう 柳田 邦男∥著 平凡社 019 

電子書籍を日本一売ってみたけれど、やっぱり紙の本が好き。 日垣 隆∥著 講談社 023 

おかえり。５ねんぶりの生協の白石さん 白石 昌則∥著 ポプラ社 049 

自由になれるＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ 浅見 帆帆子∥著 サンマーク出版 159 

４０歳の教科書 ＮＥＸＴ モーニング編集部∥編 講談社 159 

知識ゼロからのお参り入門 茂木 貞純∥監修 幻冬舎 176      

苦しまない練習 小池  龍之介∥著 小学館 184     

青春の翻訳法 茂木 健一郎∥著 毎日新聞社 204 

平安朝の悪女たち 三田 誠広∥著 ＰＨＰ研究所 281  

耳の聞こえない私が４カ国語しゃべれる理由 金  修琳∥著 ポプラ社 289 

居ごこちのよい旅 松浦 弥太郎∥文 筑摩書房 290 

ご当地ソング、風景百年史 溝尾 良隆∥著 原書房 291 

決断のとき 上、下 ジョージ Ｗ．ブッシュ∥著 日本経済新聞出版社 312  

首長たちの革命 出井 康博∥著  飛鳥新社 318      

女は後半からがおもしろい 坂東 眞理子∥著 潮出版社 367.1   

ゴーゴーＡｉ 海堂 尊∥著 講談社 491 

生き延びるための非常食〈最強〉ガイド エクスナレッジ編集部∥編 エクスナレッジ 369.3 

色弱が世界を変える 伊賀 公一∥著 太田出版 496     

薬局で買える薬がよくわかる本 佐川 賢一∥共著 法研 499   

トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川 泰宣∥著 日刊工業新聞社 538   

こどもがまいにちつかうもの 石川 ゆみ∥著 筑摩書房 594 

おいしい基本のワッフル のむら ゆかり∥著 辰巳出版 596 

ケンタロウの日の出食堂 ケンタロウ∥著 ベネッセコーポレーション 596   

園芸の基本とガーデニングツール 梶 みゆき∥監修 講談社 620 

スマートフォンを始めよう  毎日新聞社 694   

女性映画がおもしろい ２０１１年版 小藤田 千栄子∥著 パド・ウィメンズ・オフィス 778 

こんな噺家は、もう出ませんな 京須 偕充∥著 講談社 779    

これだけは知っておきたい言葉づかい 竹林 一志∥著 笠間書院 810   

― パソコン（ＰＣ） ― 

図解ソーシャルメディア早わかり 松村 太郎∥著 中経出版 PC   007   

Ｆａｃｅｂｏｏｋの教科書  綜合図書 PC   547 

― ビジネス（ＢＵ） ― 

あたりまえだけどなかなかできない叱り方のルール 齋藤 直美∥著 明日香出版社 BU   336.4 

なぜアップルの時価総額はソニーの８倍になったのか？ 長谷川 正人∥著 東洋経済新報社 BU   336.8 



（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 小 説 ・ エ ッ セ ー ― 

北天蒼星 伊東 潤∥著 角川書店 ９１３．６ 

箱庭図書館 乙一∥著 集英社 ９１３．６ 

陰謀の天皇金貨（ヒロヒト・コイン） 加治 将一∥著 祥伝社 ９１３．６ 

ラブ・ケミストリー 喜多  喜久∥著 宝島社 ９１３．６ 

ばらばら死体の夜 桜庭 一樹∥著 集英社 ９１３．６ 

追憶のカシュガル 島田 荘司∥著 新潮社 ９１３．６ 

オブ・ラ・ディ オブ・ラ・ダ 小路 幸也∥著 集英社 ９１３．６ 

奇跡 是枝 裕和∥原案 文藝春秋 ９１３．６ 

白桃 野呂 邦暢∥〔著〕 みすず書房 ９１３．６ 

音楽の在りて 萩尾 望都∥著 イースト・プレス ９１３．６ 

眠れ、悪しき子よ 上、下 丸山 健二∥著 文藝春秋 ９１３．６ 

鬼畜の家 深木 章子∥著 原書房 ９１３．６ 

たまゆらに 山本 一力∥著 潮出版社 ９１３．６ 

ももこのまんねん日記 ２０１１ さくら ももこ∥著 集英社 ９１４．６ 

母と息子の老いじたく ねじめ 正一∥著 中央公論新社 ９１４．６ 

藤沢周平とっておき十話 藤沢 周平∥著 大月書店 ９１４．６ 

死なない病気 渡辺 淳一∥著 新潮社 ９１４．６ 

ドクター・ラット ウィリアム コッツウィンクル∥著  河出書房新社 933 /ｺ 

― こどものほん ― 

あめのひくろくま たかい よしかず∥さく え くもん出版 えほん 

カンガルーがいっぱい 山西 ゲンイチ∥作 絵 教育画劇 えほん 

くだものだいすき！ マレーク ベロニカ∥文と絵 風濤社 えほん 

ぶたときまぐれきのこ ユリア ヴォリ∥作 文溪堂 えほん 

メロウ せな けいこ∥再話 絵 ポプラ社 えほん 

できかた図鑑 猪郷 久義∥〔ほか〕監修 ＰＨＰ研究所 Ｋ４００ 

よいこきらきらおりがみ１２かげつ いまい みさ∥著 小学館 Ｋ７５４ 

乗り越える力 荒川 静香∥著 講談社 Ｙ７８４ 

あの日、ブルームーンに。 宮下 恵茉∥著 ポプラ社 Ｙ９１３ 

うふふ森のあららちゃん 麻生 かづこ∥作 国土社 Ｋ９１３ 

旅のはじまりはタイムスリップ 三田村 信行∥作 あかね書房 Ｋ９１３ 

新しい日がはじまるよ ウォン ハーバート イー∥作 小峰書店 Ｋ９３３ 

動物と話せる少女リリアーネ ４ タニヤ シュテーブナー∥著 学研教育出版 Ｋ９４３ 

王子様は一人で充分 榎木 洋子∥著 集英社 ＫＭ９１３ 

さくら荘のペットな彼女 ５ 鴨志田 一∥〔著〕 アスキー・メディアワークス ＫＭ９１３ 

ある日、月の夜に。 渡瀬 桂子∥著 一迅社 ＫＭ９１３     

陰陽（インヤン）カフェのおもてなし 片瀬  由良∥著 小学館 ＫＭ９１３ 



平成２３年度７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） ７月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンフォート内） ※  水 １：３０ ～ ２：３０ 6  27 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ 19 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ 7  28 

 光明台北小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ 13 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ 12 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ 19 

 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 12 

 鶴山台南小学校 ※ 水 ３：００ ～ ４：３０ 6  27 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏見町会館前） ※   水 １：３０ ～ ２：３０ 13 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ 7  28 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ 14 

 南横山小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ 20 

        ※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…７月８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…７月１５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…７月４日（月）、１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）、２９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…７月 1日（金）、４日（月）、１１日（月）、１９日（火）、２５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/ 

 


