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☆ 新 着 図 書 ☆ 

夏休み工作教室 

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」 「ステキなファン」 

小学生以上対象  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  

（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   「身の回りにあるもので小物作り」「バルーンアート作り」 

８月２３日（火） １３：００～１５：００   

場所：和泉図書館ミーティングルーム  定員なし、費用無料。 

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

和泉：　上映会（うごくえほん

「999ひきのきょうだいのおひっ

こし」ほか）、パネルシアター

プラザ：　人形劇「3びきのこぶ

た」ほか

６日（土） 午後３時～４時 集会室1・２ ２７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：しゅりけん・こま
プラザ：ドラえもん・トトロ

2４日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ５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 夏のかざり ３日（水） 午後２時３０分～４時 ミーティングルーム ２４日（水） 午後２時３０分～４時
３階学習室
１A・1B

子ども工作教室 割りばしてっぽう ２０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：「夏・いなか・
ふるさと」のおはなし

11日（木） 午前１1時～１1時３０分 おはなし室

おはなしかい テーマ：「みず」 20日（土） 午前１1時～１1時３０分 おはなし室

おはなしのひ
おはなし
「まほうのかさ」ほか

2７日（土） 午後２時３０分～３時 ミーティングルーム

テーマ・内容行事名
和泉図書館 シティプラザ図書館

課題図書  

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。 

★☆★☆★！！利用者の皆様へ（お知らせ）！！★☆★☆★ 

図書カード（ICタグ化）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。 

科学実験 ロケットを飛ばそう 

「フィルムケースと入浴剤を使ってロケットを飛ばす」「ブックトーク」 

小学校中学年以上対象  ８月２２日（月） １３：００～１５：００ 

場所：和泉図書館ミーティングルーム 定員２０人、 費用無料。 

和泉図書館に電話・ＦＡＸもしくはカウンターにて受付。 

受付期間８月８日（月）10時～（定員に達し次第終了） 

 

 



（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 趣 味 ・ 実 用 ― 

テストに出ない危機回避マニュアル 危機回避マニュアル研究会∥編著 ＴＯブックス 049       

水の預言 江本 勝∥著 ソフトバンククリエイティブ 147   

龍蛇族直系の日本人よ！ 浅川 嘉富∥著 ヒカルランド 147     

水の預言 江本 勝∥著 ソフトバンククリエイティブ 147 

もっとお金に好かれる！金運風水 奥義編 李家 幽竹∥著 ダイヤモンド社 148 

シンプルに生きる ドミニック ローホー∥著 幻冬舎 159 

聖地にはこんなに秘密がある 島田 裕巳∥著 講談社 162      

地図で読む戦争の時代 今尾 恵介∥著 白水社 210.6      

第三の敗戦 堺屋 太一∥著 講談社 210.6   

すべてを明日の糧として 宇梶  静江∥著 清流出版 289 

フィデル・カストロ 上、下 フィデル カストロ∥〔述〕 岩波書店 289 

京都のいろは 〔２０１１〕最新版  昭文社 291  

トーキョー・ストレンジャー 姜 尚中∥著 集英社 302.1   

いまアメリカで起きている本当のこと 日高 義樹∥著 ＰＨＰ研究所 312        

創業者列伝  学研パブリッシング 332    

サザエさん一家の公的保険 梅本 達司∥著 東京堂出版 364 

サンデル教授の対話術 マイケル サンデル∥著 ＮＨＫ出版 377 

勉強のススメ 石井 貴士∥著 サンマーク出版 379.9 

宇宙ウォッチング 沼澤 茂美∥著 新星出版社 440 

絶滅したふしぎな巨大生物 川崎 悟司∥著 ＰＨＰ研究所 457     

リーリーとシンシン 中国パンダ保護研究センター∥編著 二見書房 489   

「朝ジュース」ダイエット 藤井 香江∥著 講談社 498.5 

環境にやさしい国づくりとは？ Ｋ．Ｈ．フォイヤヘアト∥共著 技報堂出版 519    

カルピス社員のとっておきレシピ カルピス株式会社∥監修 池田書店 596 

ＬＩＦＥ ３ 飯島 奈美∥料理 スタイリング 東京糸井重里事務所 596 

お家でいただく、ごちそうかき氷 石附 浩太郎∥著 メディアファクトリー 596   

超ビギナーのための新・フラワーアレンジ基礎レッスン  エンターブレイン 627 

ストーリーで楽しむ「写楽」ｉｎ大歌舞伎 浅野 秀剛∥監修 東京美術 721 

５５歳からはお尻を鍛えれば長生きできる 武内 正典∥著 講談社 780    

モギケンの音楽を聴くように英語を楽しもう！ 茂木 健一郎∥著 朝日出版社 830 

― パソコン（ＰＣ） ― 

１日１０分からのソーシャルネット入門 内藤 みか∥著 技術評論社 PC 547   

ｉＰａｄ２スマートガイド リンクアップ∥著 技術評論社 PC 548 

― ビジネス（ＢＵ） ― 

課長の時間術 田中 和彦∥著 日本実業出版社 BU 336.3 

執事の仕事術 新井 直之∥著 ＰＨＰ研究所 BU 673 



（書 名） （著 者 名） （出 版 者） （分 類） 

― 小 説 ・ エ ッ セ ー ― 

一生、女の子 田辺 聖子∥著 講談社 ９１０．２ 

終電へ三〇歩 赤川 次郎∥著 中央公論新社 ９１３．６ 

誰でもよかった 五十嵐  貴久∥著 講談社 ９１３．６ 

豆腐小僧双六道中おやすみ 京極  夏彦∥著 角川書店 ９１３．６ 

澪つくし 北原  亞以子∥著 講談社 ９１３．６ 

猫と妻と暮らす 小路  幸也∥著 徳間書店 ９１３．６ 

マアジナル 田口  ランディ∥著 角川書店 ９１３．６ 

裂 花村 萬月∥著 講談社 ９１３．６ 

星守る犬 村上 たかし∥原作 双葉社 ９１３．６ 

麒麟の翼 東野 圭吾∥著 講談社 ９１３．６ 

快晴フライング 古内 一絵∥著 ポプラ社 ９１３．６ 

彷徨（さまよ）う警官 森  詠∥著 毎日新聞社 ９１３．６ 

銀の島 山本 兼一∥著 朝日新聞出版 ９１３．６ 

結婚はあなたのゴールではない 石田 衣良∥著 ＰＨＰ研究所 ９１４．６ 

ゲゲゲの女房と品格の母が語る知足安分 武良 布枝∥著 学研パブリッシング ９１４．６ 

男友だちを作ろう 山崎 ナオコーラ∥著 筑摩書房 ９１４．６ 

マルチーズ犬マフとその友人マリリン・モンローの生活と意見 アンドリュー オヘイガン∥著 早川書房 ９３３ 

インカースロン キャサリン フィッシャー∥著 河出書房新社 ９３３ 

― こどものほん ― 

ケーキちゃん さとう めぐみ∥作 絵 教育画劇 えほん 

すいかのたび 高畠  純∥作 絵本館 えほん 

そうべえふしぎなりゅうぐうじょう たじま  ゆきひこ∥作 童心社 えほん 

ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやま ただし∥作 絵 鈴木出版 えほん 

もったいないばあさんまほうのくにへ 真珠 まりこ∥作 絵 講談社 えほん 

まるごと日本の季節 榎本 好宏∥監修 学研教育出版 Ｋ４５１ 

ペットボトルおもちゃ すずお 泰樹∥著 いかだ社 Ｋ７５０ 

宇宙少年 野口 聡一∥著 講談社 Ｙ２８９ 

はなかっぱとももかっぱ あきやま  ただし∥さく  え メディアファクトリー Ｋ９１３ 

１円くんと五円じい ひみつのちていおんせん 久住 昌之∥作 ポプラ社 Ｋ９１３ 

どろんこライオン 佐々木  マキ∥作 理論社 Ｋ９１３ 

ランプの精リトル・ジーニー １８ ミランダ ジョーンズ∥作 ポプラ社 Ｋ９３３ 

小さな小さな七つのおはなし リリアン ムーア∥作 日本標準 Ｋ９３３ 

涼宮ハルヒの驚愕  前、後 谷川 流∥〔著〕 角川書店 ＫＭ９１３ 

少年舞妓・千代菊がゆく！ 奈波 はるか∥著 集英社 ＫＭ９１３ 

徳川家康は名探偵！！ 楠木 誠一郎∥作 講談社 ＫＳ９１３     

こちら妖怪新聞社！〔８〕 藤木  稟∥作 講談社 ＫＳ９１３ 



平成２３年度８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） ８月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンフォート内） ※  水 １：３０ ～ ２：３０ １７ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ ９  ３０ 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ １８ 

 光明台北小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ ３  ２４ 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ ２  ２３ 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ ９  ３０ 

 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 ２  ２３ 

 鶴山台南小学校 ※ 水 ３：００ ～ ４：３０ １７ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前） ※   水 １：３０ ～ ２：３０ ３  ２４ 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ １８ 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ ４  ２５ 

 南横山小学校 ※  水 ３：００ ～ ４：３０ １０ ３１ 

        ※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…８月１２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…８月１９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…８月１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２６日（金）、２９日（月） 

   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…８月１日（月）、５日（金）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９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/ 

 


