
図書館だよりが新しく生まれ変わりました！なんとボリュームたっぷり８ページ！ 

ページ増量に伴って、新コーナーも一斉にデビュー！ 

盛りだくさんな内容となっております。 

より一層利用者の皆様に楽しんでいただけるような図書館だよりを目指して 

いきますので、これからもよろしくお願いいたします！ 
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各マークの説明と時間表 

 こども祭り 

和泉：午後 3時～4時 集会室 1・2 

プラザ：午後 3時～4時 シティプラザ地下 1階リハーサル室 

 てづくり教室 

和泉：午後 2時半～4時 ミーティングルーム 

プラザ：午後2時半～4時 シティプラザ3階学習室1A・1B 

 おりがみ教室 

和泉：午後 2時半～4時 ミーティングルーム 

プラザ：午後2時半～4時 シティプラザ3階学習室1A・1B 

 おはなし会 

和泉：午後 2時半～3時 ミーティングルーム 

プラザ：午前 11時～11時半 図書館内おはなし室 

     (両日ともおなじ時間と場所で行います) 

こども工作教室 

和泉：午前 10時半～12時 ミーティングルーム 

♪ おうたの日 

和泉：午前 10時半～12時 ミーティングルーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館では、毎月色々なテーマで本を展示しています。 

普段見つけにくい本と出会えるチャンスかも？ 

今月の特集テーマをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折り紙教室             

今回は「動く動物」を折りました。 

わからないところは先生が教えてくださるので、 

終始なごやかな雰囲気で行われています。 

次回はマジックローズキューブを作る予定です。 

おりがみ持参でぜひお越しください♪ 

本のリサイクル市開催！！ 

10 月 22 日（土）に池上曽根遺跡公園にて行われる、和泉市商工 

祭りに,和泉市立図書館も参加することが決定いたしました！ 

図書館ブースでは、本のリサイクル市を行います。意外な 

掘り出し物も見つかるかも？ 

お越しの際は、ぜひお立ち寄りください♪ 



今月のおすすめ図書

 

『ママと赤ちゃんの心と体に効くベビーダンス』 

田中由美子 著 

PHP 研究所 

いつも使っている抱っこひもひとつでできる、赤ちゃんとのコミュニケーション

ダンス「ベビーダンス」。サンバ・ブルース・ワルツの簡単で楽しいダンス 19 種

を紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『戦国武将の時代折り紙』 

浜田勇 著 

日貿出版社 

武田信玄、織田信長、豊臣秀吉など、戦国武将かぶと 10 種をはじめ、戦国武将家

紋と付き物、雅な器の折り紙を紹介。折り方をイラストでていねいに説明する。 

 

『修道院の医術 心身ともに健やかに生きるための 12 章』 

ルーツィア・グラーン 著 ペーター・ゼーヴァルト 編 

島田 道子 訳 

創元社 

修道院における日々の過ごしかたと、微笑みをたやさないシスター 

たちから学んだ、体だけでなく心も同時に癒す術を紹介。 

野菜とハーブ 33 種の効能も収録する。 

 

『就活生はユーホーをさがせ』  

郡司昌恭 著 

青月社 

ユーホーとは「有価証券報告書」のこと。1 年に 1 度、決算日から 3 ケ月以内に

開示される「会社のすべて」が包み隠さず記載された情報の宝箱です。就活に役

立つユーホーからの情報収集術や裏読術、面接での活用法を紹介します。 

 

 

『大阪評判のうまい店５００軒 2011 版』 

成美堂出版社編集部 編 

平成 22(2010)年 8 月以降にオープンした新店を皮切りに、なんばや 

法善寺横丁といったスポットの特集も織りまぜた全 500 軒を紹介。 

とりはずせる詳細マップ付き。データ:2011 年 4〜5 月現在。 



 

 

注目のアノ本、入りました！！ 

 

 

『希望は絶望のど真ん中に』 

むのたけじ 著 

岩波書店 

今日の日本と世界をどう見すえ、この状況にどう立ち向かっていくか?  

戦争をなくすことが最大の課題だと断言する著者が、人類の過去と未来の中に現在

を位置づけ、希望のありかを探る。 

 

『完盗オンサイト』 

玖村まゆみ 著 

講談社 

「報酬は 1 億円。徳川家光が愛でたという名盆栽を皇居から盗み出せ」 

前代未聞の依頼を受けたフリークライマー。不気味な依頼者、別れた恋人、 

人格崩壊しつつある第 3 の男も加わり、空前の犯罪計画は予測不能の展開に…。 

 

『まともな家の子供はいない』 

津村記久子 著 

筑摩書房 

気分屋で無気力な父親と、そのご機嫌取りに興じる母親、周りに合わせることだ

けはうまい妹…。14 歳のセキコの不穏な日常から浮かび上がる大人と子供それぞ

れの事情。表題作ほか全 2 編を収録。 

 

『よろずのことに気をつけよ』 

川瀬 七緒 著 

講談社 

変死体のそばで見つかった「呪術符」の意味は? 被害者は呪い殺されたのか? 

 呪術の研究を専門にする文化人類学者・仲澤大輔が、殺人事件の真相に迫る。 

謎が謎を呼ぶミステリーの快作。 

 

『夜泣き三味線』 

沖田正午 著 

双葉社 

神田小柳町の質店「八前屋」を営む仁三郎は、ある日行き倒れたお豊という女を

助ける。お豊は唯一持っていた三味線を質草にして出ていくが、それから八前屋

では奇妙なことが起こりはじめる。 



その他新着図書一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（書名） （著者名） （出版社） （分類） 

― 趣味・実用 ― 

夢を実現する力 堺屋 太一∥監修 ＰＨＰ研究所 159 

夜明けの言葉 ダライ ラマ１４世∥著 大和書房 180 

教科書に載せたい偉人の息子 偉人の息子研究会∥編著 ＴＯブックス 280 

子連れソウル 佐々木 千絵∥著 祥伝社 292 

いちばん安心できる「お金の授業」 榊原 正幸∥著 ＰＨＰ研究所 338 

「はい」と言わない大阪人 わかぎ ゑふ∥著 ベストセラーズ 361 

理系なお姉さんは苦手ですか？ 内田 麻理香∥著 技術評論社 407 

本当によく効く「ツボ」大地図帖 帯津 良一∥著 ＰＨＰ研究所 492 

トコトンやさしい省エネの本 山川 文子∥著 日刊工業新聞社 501 

さらっとウールの３シーズンニット 
 

日本ヴォーグ社 594 

シーンで贈るフラワーアレンジメント見本帖 フローリスト編集部∥編 誠文堂新光社 627 

魂のゆくえ 間 寛平∥著 ワニ・プラス 779 

バスケットボール練習メニュー２００ 小野 秀二∥監修 池田書店 783.1 

１時間でハングルが読めるようになる本 チョ ヒチョル∥著 学研パブリッシング 829 

― 小説・エッセー ― 

峠うどん物語〔上〕 重松  清∥著 講談社 913.6 

水底フェスタ 辻村 深月∥著 文藝春秋 913.6 

麒麟の翼 東野 圭吾∥著 講談社 913.6 

バブル獄中記 長田 庄一∥著 幻冬舎 916 

― ビジネス・パソコン ― 

コクヨの１分間プレゼンテーション 下地 寛也∥著 中経出版 BU 336 

つくって覚えるＨＴＭＬ５入門 オフィス加減∥著 アスキー・メディアワークス PC 547 

～今月の予約ランキング～ 

１ マスカレード・ホテル 東野 圭吾 

２ 真夏の方程式 東野 圭吾 

３ 下町ロケット 池井戸 潤 

４ 慈雨の音 宮本 輝 

５ 神様のカルテ 夏川 草介 

６ やなりいなり 畠中 恵 

７ 体脂肪計タニタの社員食堂・続 タニタ 

８ 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 

８ こころを整える。 近藤麻理恵 

10 体脂肪計タニタの社員食堂 齋藤智裕 

10 チヨ子 

10 夜明けの街で 

★図書館員のオススメ本★ 

『ドリトル先生シリーズ』全１２巻 

著者：ヒュー・ロフティング 

 

動物の言葉がわかるお医者さんのドリトル先生が、

困っているさまざまな動物たちのためにアフリカか

ら果てには月までを旅します。180 歳を超える博識な

オウムのポリネシア、世話焼きなアヒルのダブダブ、

番犬の実父など、個性豊かな動物たちがたくさん登場

します。 

 読書に慣れ始めた小学校中学年～高学年くらいの

子どもの長編デビューにお勧めしたい一冊です。 



子どもの本の新着図書 

電撃文庫『新約 とある魔術の禁書目録<2>』 

鎌池和馬 著 / はいむらきよたか イラスト 

アスキー・メディアワークス 刊 

11月 5日の学園都市。上条当麻と一方通行(アクセラレータ)、そして浜面仕上の三

人が、ついに交わった。しかしそれは、三者三様の『アンタ等何やってた訳』的、彼

らを心配していたオンナノコたちへの落とし前イベント勃発を意味していた…。 

科学と魔術が交差するとき、日常の物語(コメディパート)は始まる。 

 

『まほうねこダモン』 

田森庸介 著 

ポプラ社 

見習い魔法使いのダモンは、ジャム大魔王にさらわれたカルメラ姫を助け 

出すよう命じられる。行く手には、迷いの森や呪文クイズが待ち受けていて…。 

迷路やクイズにチャレンジしながら、ストーリーが楽しめるゲームブック。 

 

 

『マキとショウマ』 

あおいもも 作 / 佐竹美保 絵 

そうえん社 

両親が離婚し、父親と暮らすことになったマキは、築 80 年の古農家に引っ

越した。ある日、大きな揺れを感じた後、土間にある牛小屋に男の子が現れた。 

その子は、平安時代からタイムスリップして来た少年陰陽師で…。 

 

その他新着図書一覧 

（書名） （著者名） （出版社） （分類） 

ごはんのとも 苅田 澄子∥文 アリス館 えほん 

コウモリとしょかんへいく ブライアン・リーズ∥作・絵 徳間書店 えほん 

津波！！稲むらの火その後 高村 忠範∥文・絵 汐文社 えほん 

１０月のえほん 長谷川  康男∥監修 ＰＨＰ研究所 K 386 

できるまで大図鑑 小石  新八∥監修 東京書籍 K 500  

帰命寺横丁の夏 柏葉  幸子∥作 講談社 K 913 

恐怖！！火の神ののろい ダン・グリーンバーグ∥著 メディアファクトリー K 933 

絆がよんだ初恋慕！？ 香月  沙耶∥〔著〕 エンターブレイン KM913 

時計塔の亡霊事件 藤野  恵美∥作 講談社 KS913 

すごい実験 多田 将∥著 イースト・プレス Y 429 

がんばっ！卓球部 横沢 彰∥作 新日本出版社 Y 913 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              教えて！図書館コーナー！ 

【自動貸出機(じどうかしだしき)】 

本と図書館カードをテーブルに置いて、ボタンを押

すだけで本が借りられるとっても便利なスグレモノ！ 

実は大阪府内でこのタイプの貸出機を設置している

図書館は珍しいのです。お急ぎの方はもちろん、混雑

時にもスムーズに借りて頂けますので、ぜひ一度お試

しになってみてくださいね♪ 

使い方がわからない時はお近くのスタッフまで！ 

Happy Birthday!! 

江戸川乱歩(10月 21 日) 

三重県出身の推理作家であり、日本の推理小説の

本格的な確立を達成した人物。 

探偵・明智小五郎の生みの親でもある。 

主な著作として、『少年探偵』シリーズ、『明智小

五郎』シリーズなどがある。 

図書館からのお知らせ。 

10月 2日(日)の試験曳き、及び 8日(土)・9日

(日)のだんじり祭りにおきまして、下記の時間帯

は交通規制等にお気を付けください。 

 

10月 2日(日) 13:00～16:00(試験曳き) 

10月 8日(土)  6:00～22:00   (宵宮) 

10月 9日(日)  6:00～22:00   (本宮) 

 

なお、10 月 9 日(日)「和泉だんじり連合パレ

ード」に伴い、正午～17:00まで和泉府中駅周辺

道路は車両進入禁止となっております。そのた

め、お車でのご来館が出来ませんのでご注意く

ださい。 

また、当日は祭囃子等が館内に響き渡ること

が予想されます。ご了承くださいますようお願

いいたします。 

 

～ハロウィンってなに？～ 

もともとは、ヨーロッパのケルト民族に伝わる

お祭りで、ハロウィンの夜に現れる霊や魔女から

身を守るために、仮面を被ったり焚き火をしてい

たそうです。現在広まっているものは欧米式で、

霊を鎮めるためにお供え物をしたことが始まりな

んだとか。 

そんなハロウィンですが、10月 29日(日)に和泉

図書館を飾ってみませんか？皆さまのお越しを心

よりお待ちしております★ 

※就学前のお子様は保護者同伴でお願いします。 

※申込み不要。持ち物も必要ありません。 

 

参考資料：『行事のおはなし 12か月』/世界文化社 

他の１０月生まれの作家さん(敬称略) 

いもとようこ(20日)・恩 田 陸(25日) 

北 方 謙 三(26日)・金城一紀(29日) 

               など。 

Trick or Treat! 



 

平成２３年度１０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） １０月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンコンフォート内）   水 １：３０ ～ ２：３０ １９ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ 11 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ 20 

 光明台北小学校  水 ３：３０ ～ ４：３０ ５  ２６ 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ ４  ２５ 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ １１ 

 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 ４  ２５ 

 鶴山台南小学校 水 ３：１０ ～ ４：３０ １９ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前）   水 １：３０ ～ ３：００ ５  ２６ 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ ２０ 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ ６  ２７ 

 南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ １２ 

        ※太字の駐車場は、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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…10 月 14 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…10 月 21 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…10 月 3 日（月）、１0 日（月・祝）、１7 日（月）、24 日（月）、28 日（金）、31 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…10 月 3 日（月）、7 日（金）、１１日（火）、17 日（月）、24 日（月）、31 日(月) 

開館時間 火曜日～日曜日…午前１０時～午後６時 

 


