
リサイクル市大盛況！！ 

先月号でお知らせした本のリサイクル市が、

無事に終了致しました！当日は開始前から行

列が出来たり、入場制限をしなければいけな

い程の大盛況！ブース内ではお礼の言葉も聞

こえてくるなど、笑顔あふれる様子でした。 

ご来場下さった皆さま、本当にありがとうご

ざいました！ 

 
 

 

２０１１年１１月１日発行 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 11月の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

子どもまつり 午後３時～４時 (和)集会室１，２ (プ)地下一階リハーサル室 

手づくり教室 午後２時半～４時 (和)ミーティングルーム (プ)３階学習室１Ａ、１Ｂ 

おりがみ教室 午後２時半～４時 (和)ミーティングルーム (プ)３階学習室１Ａ、１Ｂ 

おはなし会  (和)午後２時半～３時 ミーティングルーム (プ)午前 11時～11時半 おはなし室 

ちいさなおはなし会 (プ)午前 11時～11時半 おはなし室 

こども工作教室 (和)午前 10時半～12時 ミーティングルーム 

おうたの日   (和)午前 10時半～12時 ミーティングルーム 

こどものための映画会 (プ)午後 2時～2時 45分 地下一階多目的室 

 

No.7 
November 

ちいさな 

おはなし会 和泉休館日 

シティプラザ

休館日 

★特別行事 

p.7へ GO！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館では、毎月色々なテーマで本を展示しています。 

今月はこんなテーマを取り上げてみました。 

読書の秋を満喫してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

おうたの日                         

今回は『まっかなあき』や『ずいずいずっころ

ばし』など４曲を歌いました。えかきうたや紙芝

居もとても楽しい雰囲気でした。 

次回は１９日(土)。『とおりゃんせ』を中心に行い

ます。ぜひ皆さんも一緒におうたで楽しいひとと

きを過ごしてみませんか？スタッフ一同、心より

お待ちしています！ 

電子書籍を体験してみよう！ 

11 月 26 日（土）午前９時~１６時 シティプラザ図書館内 

話題の電子書籍『iPad(アイパッド)』と『Kindle(キンドル)』がやって来

ます！実際に体験して説明まで受けることができるこのチャンス！電子

書籍が気になっていた方はもちろん、「電子書籍って何？」という方まで、

お気軽にお立ち寄りください♪参加費無料です。 
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和泉図書館 新着図書案内 2011年 11 月号 

今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

京都読書さんぽ アリカ∥編著 光村推古書院 024 

ＫＡＮＳＡＩ大学博物館ガイド 大坪 覚∥著 Ｐヴァイン・ブックス 069 

尾木ママの「凹まない」生き方論 尾木 直樹∥著 主婦と生活社 159 

「しつこい怒り」が消えてなくなる本 石原  加受子∥著 すばる舎 159 

３・１１後の世界の心の守り方 小池 龍之介∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 184 

カッコいいほとけ 早川  いくを∥著 幻冬舎 186 

『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』 

山田 奨治∥著 

人文書院 

どんどん厳しくなっている日本の著作権。厳しい著作権をむやみに外国に広げることは、

文化の伝播を阻害する。日本の著作権法の変容の経緯と関わる人びとの思惑を丁寧に追

い、現状に介入する。 

― 歴史・地理 ― 

やさしい古文書の読み方 高尾  善希∥著 日本実業出版社 210 

蝦夷とは誰か 松本  建速∥著 同成社 212 

曹操墓の真相 河南省文物考古研究所∥編著 科学出版社東京 222 

天皇家の隠し子 河原  敏明∥著 ダイナミックセラーズ出版 288 

今こそ読みたいガンディーの言葉 マハートマー  ガンディー∥著 朝日新聞出版 289 

世界ふしぎワンダーランドｓｐｏｔ５０ 渋川  育由∥編 河出書房新社 290 

『島国チャイニーズ』 

野村  進∥著 

講談社 

日本の劇団で活躍する俳優、大学教授、中国人芥川賞作家のほか、留学生、日本に嫁い

だ妻たち、池袋のチャイナタウンを取材し、「反中」「嫌中」が蔓延する日本に生きる在

日チャイニーズたちのひたむきな人生模様を描く。 

― 社会科学 ― 

Ｇｏｏｇｌｅの脳みそ 三宅  伸吾∥著 日本経済新聞出版社 304 

誰が「地球経済」を殺すのか 浜  矩子∥著 実業之日本社 333 

磯野家の相続税 長谷川 裕雅∥著 すばる舎 345 

仕事と両立させるための親の介護Ｑ＆Ａ 望月  幸代∥監修 ミネルヴァ書房 369.2 

ルポ原発難民 粟野 仁雄∥著 潮出版社 369.3 

春を恨んだりはしない 池澤 夏樹∥著 中央公論新社 369.3 

小学生の学力は「新聞」で伸びる！ 樋口  裕一∥著 大和書房 379.9 
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― 自然科学 ― 

ブラックホール  ニュートンプレス 443 

ホントに緑は猛暑を和らげるか 福岡 義隆∥著 成山堂書店 471 

地球温暖化と南方性害虫 積木  久明∥編集 北隆館 486 

日本の野鳥羽根図鑑 〔決定版〕  笹川  昭雄∥著 世界文化社 488 

小児科の上手なかかり方がわかる本 片岡 正∥監修 講談社 493 

放射能を落とす下ごしらえ 椎名 玲∥著 中央公論新社 498.5 

『植民地建築紀行 満洲・朝鮮・台湾を歩く』 

西澤  泰彦∥著 

吉川弘文館 

旧満洲・韓国・台湾に建てられた、数多くの日本の植民地建築。現地を訪ねた著者が、

それらが持つ意味を考え、同時に建築を通して 19世紀末から約半世紀にわたる日本の支

配とアジアの歴史を見つめ直す。 

― 技術 ― 

工場は生きている 加藤  正文∥文 かもがわ出版 509 

パナソニックはサムスンに勝てるか 財部 誠一∥著 ＰＨＰ研究所 540 

世界の艦船 ＮＯ．７５０（２０１１．１１月号）  海人社 556 

― 手芸・料理 ― 

編み地を楽しむリストウォーマー 林 ことみ∥著 文化学園文化出版局 594 

南極料理人の使いきりレシピ 西村 淳∥著 光文社 596 

『ジブリの哲学』 

鈴木  敏夫∥著 

岩波書店 

世界中で愛されているアニメーション映画はどのように作られてきたのか。人との出会い、

大好きな映画、宮崎駿監督との何気ない会話…。伝説の名プロデューサーが、ものづくり

の愉しさと熱い思いを語る。 

― 産業 ― 

タネが危ない 野口  勲∥著 日本経済新聞出版社 615 

しばわんこの四季の庭 川浦 良枝∥絵と文 白泉社 620 

物流センターのしくみ 臼井  秀彰∥編著 同文舘出版 675 

― 芸術・スポーツ ― 

辰を描く 金  斗鉉∥絵 誠文堂新光社 724 

絶望の隣は希望です！ やなせ たかし∥著 小学館 726 

現代写真家の仕事術 岡井  耀毅∥著 彩流社 740 

サッカー自主練革命 山本 晃永∥著 イースリー 783.4 

― 言語・文学 ― 

中国語で自己紹介ができる本 金枝 瑠璃∥著 メディアファクトリー 827 

日本人の９割に英語はいらない 成毛 眞∥著 祥伝社 830 

百歳 柴田  トヨ∥著 飛鳥新社 911.5 
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― 小説・エッセー ― 

カンタ 石田 衣良∥著 文藝春秋 913.6 

古手屋喜十為事覚え 宇江佐  真理∥著 新潮社 913.6 

転迷 今野  敏∥著 新潮社 913.6 

警官の条件 佐々木  譲∥著 新潮社 913.6 

神様の女房 高橋 誠之助∥著 ダイヤモンド社 913.6 

五十鈴川の鴨 竹西 寛子∥著 幻戯書房 913.6 

鬼物語 西尾 維新∥著 講談社 913.6 

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 〔１１〕 西村 京太郎∥著 徳間書店 913.6 

舟を編む 三浦 しをん∥著 光文社 913.6 

おまえさん 〔上・下〕 宮部 みゆき∥著 講談社 913.6 

幽霊の涙 諸田  玲子∥著 新潮社 913.6 

カーネーション 〔上〕 渡辺 あや∥作 ＮＨＫ出版 913.6 

悲しみの効用 五木  寛之∥著 祥伝社 914.6 

日本人の愛したことば 中西  進∥著 東京書籍 914.6 

上機嫌の才能 田辺 聖子∥著 海竜社 917 

旅行く孫悟空 磯部  彰∥著 塙書房 923 

心理学的にありえない 〔上・下〕 アダム ファウアー∥著 文藝春秋 933 

海にはワニがいる ファビオ  ジェーダ∥著 早川書房 973 

スターバト・マーテル ティツィアーノ スカルパ∥著 河出書房新社 973 

― ビジネス・パソコン ― 

ＩＢＭ奇跡の“ワトソン”プロジェクト スティーヴン  ベイカー∥著 早川書房 BU 007 

わかりやすいビジネス英文Ｅメールの基本公式３０ 鈴木 大介∥著 明日香出版社 BU 689   

最新ネット企業の新技術と戦略がよ～くわかる本 長橋 賢吾∥著 秀和システム PC 007 

ｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄユーザーのためのＭａｃスタートブック  日経ＢＰ社 PC 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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 おまえさん〔単行本〕   宮部 みゆき 

３ おまえさん〔文庫本〕   宮部 みゆき 

４ 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 

５ 刑事の子         宮部みゆき 

６ 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 

７ 緑の毒          桐生 夏生 

８ 平成猿蟹合戦図      吉田 修一 

９ 舟を編む         三浦 しをん 

９ 警官の条件        佐々木 譲 

10 境遇           湊 かなえ 

図書館員のオススメ本 

『冷静と情熱のあいだ Blu』 

辻 仁成//著 角川文庫 

90 年代終わりに出版されたベストセラー恋愛小

説。映画化もされ、話題になりました。江國かおり

が女性目線で描いた『Rosso』と辻仁成が男性目線

で描いた『Blu』の２冊あります。主人公の順正と

あおいのお互いの忘れられない思い出を美化し、思

い続けているのがすごくリアルです。10 年以上前の

作品ですが、フランスのフィレンツェ、日本を舞台

とした世界観を味わいながら、ふと読み返したくな

る小説です。 
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子どもの本の新着図書 

『ガンジーさん』 

長谷川  義史∥著 

イースト・プレス 

いつもニコニコ笑っているガンジーさん。ガンジーさんは、「にんげんはカトリセン

コー」と歌を歌います。ぼくには意味がわからないけど…。こどもたちからネコ、イ

ヌ、虫、鳥まで、みんなが大好きなガンジーさんのお話。 

 

『子グマのジョニー』 

アーネスト Ｔ．シートン∥文 絵 

童心社 

食べ物に不自由しない国立公園で育ったジョニーは、あまえんぼうの子グマ。でも、

母グマから見捨てられ、体調をくずしてしまい…。動物学者・今泉吉晴による物語の

背景の詳細な解説も収録。 

★他にもシートン動物記はたくさん入っています。ぜひ読んでみてくださいね。 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

うさこちゃんとふがこちゃん ディック  ブルーナ 福音館書店 えほん 

ももんちゃんぎゅっ！ とよた  かずひこ 童心社 えほん 

おどるカツオブシ 森  絵都∥作 金の星社 えほん 

スミス先生とおばけ図書館 マイケル ガーランド∥作 新日本出版社 えほん 

タラリタラレラ エマヌエラ  ブッソラーティ∥作 集英社 えほん 

ハナンのヒツジが生まれたよ 井上  夕香∥文 小学館 えほん 

日本地図の迷宮 瀧原 愛治∥イラスト 学研教育出版 K 291 

小さくても大きな日本の会社力 〔１～４〕 坂本  光司∥監修 同友館 K 335 

野菜で食育！おいしいスイーツ 〔１～４〕 柿沢  安耶∥監修  著 岩崎書店 K 596 

ダンダンドンドンかいだんおばけ 角野  栄子∥作 小峰書店 K 913 

へんてこもりのまるぼつぼ たかどの  ほうこ∥作  絵 偕成社 K 913 

もぐらのおまわりさん 斉藤 洋∥作 講談社 K 913 

ひきざんもできる名犬シロ 東 君平∥作 絵 フレーベル館 K 913 

エリザベス女王のお針子 ケイト  ペニントン∥作 徳間書店 K 933 

シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ 〔１・２〕 Ｔ．マック∥著 文溪堂 K 933 

１０１番目（ハンドレッドワン）の百物語 〔３〕 サイトウ  ケンジ∥著 メディアファクトリー KM 913 

首の姫と首なし騎士 睦月  けい∥著 角川書店 KM 913 

恐怖の魔界霊国ツアー 高山  栄子∥作 金の星社 KS 913 

僕とツンデレとハイデガー 堀田 純司∥著 講談社 Y 133 

恋する百人一首 内海 準二∥著 ＰＨＰ研究所 Y 913 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              教えて！図書館コーナー！ 

【返却ポスト(へんきゃくぽすと)】 

図書館が開いている時間に行くことができない… 

そんな人のためにあるのが、この返却ポストです。 

自動で返却できる機能がついた返却ポストは、和泉図書館

３Ｆ返却ポストに設置しています。ご利用の際は、一冊ずつ

ゆっくりとポストに入れて返却してくださいね。なお、開館

中はカウンターで返却して頂く方が早い場合があります。 

返した後にすぐ借りたい！という方は、お手数ですが 

カウンターでお返し頂きますよう、お願い致します。 

Happy Birthday!! 

佐藤 多佳子(11 月 16 日) 

東京都生まれの小説家。平成２年に『サマータイ

ム』でデビュー。童話・児童文学から一般小説ま

で広く手掛けている。主な著作として、『しゃべれ

どもしゃべれども』、『一瞬の風になれ』、『聖夜』

などがある。     参考：日本現代小説大辞典 

図書館からのお知らせ。 

 

●職場体験が始まります 

11 月に職場体験として、和泉市の図書館に中

学生の方が来ることになりました！！ 

期間中は中学生の方にも図書館の仕事をより

知って頂くため、皆さまと直接接する業務も体

験して頂く予定です。皆さまのご理解、ご協力

をお願いすると共に、中学生の皆さんが、図書

館員として活躍する姿を楽しみにしていてくだ

さいね！ 

 

●クリスマス工作教室開催！ 

日時：11月 27日(日)午後２時~４時３０分 

場所：和泉図書館ミーティングルーム 

入場無料、予約も必要ありません。 

皆様奮ってご参加ください♪ 

※ボンドとはさみのご準備をお願いします。 

 

 

 1947年、「読書の力によって、平和な文化国

家を作ろう」という決意のもと、読書週間が開

かれました。第１回目は 11月 17日から 23日。

これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウ

ィーク」が 11月 16日から１週間であるのにな

らったもので、今の 10月 27日から 11月９日

（文化の日をはさんで２週間）になったのは、

第２回からです。 

 そんな読書週間の今年の標語は 

「信じよう、本の力」。皆さんも 

この機会に素敵な本との出会いを 

果たしてみませんか？ 

参考：読書推進運動協議会ホームページ 

他の１１月生まれの作家さん(敬称略) 

内田康夫(15日)・井上ひさし(16日) 

笹沢佐保(25日)・向田邦子(28日) 

               など。 

７ 



 

平成２３年度１１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） １１月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンコンフォート内）   水 １：３０ ～ ２：３０  ９  ３０ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０  １  ２２ 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００ １０ 

 光明台北小学校  水 ３：３０ ～ ４：３０ １６ 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０ １５ 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０  １  ２２ 

 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 １５ 

 鶴山台南小学校 水 ３：１０ ～ ４：３０  ９  ３０ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前）   水 １：３０ ～ ３：００ １６ 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０ １０ 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０ １７ 

 南横山小学校 (２５日は金曜日です。) 水 ３：００ ～ ４：３０  ２  (25) 

 ※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…11 月 11 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…11月 18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…11 月 7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、25日（金）、28 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…11 月 4 日（金）、7 日（月）、１4 日（月）、21 日（月）、28 日（月） 

開館時間 火曜日～日曜日…午前１０時～午後６時 

★☆★☆★！！利用者の皆様へ！！★☆★☆★ 

図書カード(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。 

８ 


