
電子書籍にふれてみよう！ 

11 月 26 日(土)、シティプラザ図書館にて、電子図書の体験イ

ベントを開催しました。当日はお子様からご家族の方など、様々

な方に参加して頂け、人が途切れることはありませんでした！ 

熱心に質問される方も多く、体験も楽しんで頂けたように思い

ます。ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました！ 

 

 
 

 

２０１１年１２月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 12月の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今月の和泉図書館でのおりがみ教室はお休みです。 
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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 31 

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

こども手づくり教室 午後２時半～４時 (和)ミーティングルーム (プ)５階運動室 

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 

おうたのひ   (和)午後２時半～３時 ミーティングルーム 

No.8 
December 

ちいさな 

おはなし会 

南部ＲＣ
図書室 
休館日 

和泉図書館 

休館日 

シティプラザ 

図書館 

休館日 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

全館年末休館（12/29～1/3） 

和泉クリスマス 

お楽しみ会 

★P.2へ GO! 

★P.2へ GO! 

にじのとしょかん 

休館日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

さむ～い冬にコタツで読書、なんていかがですか？ 
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 ★みんなでシネマ(シティプラザ図書館) 

12 月 9 日(金)と 12月 26 日(日)に、映画会を行います。 

上映内容は 

12 月 9 日 (金 )…「アバター」 

12 月 26 日(月)…「魔法にかけられて」 

どちらの日も、午後１時半から、シティプラザ地下一階 

多目的室にて行います。 

予約不要・入場無料となっていますので、皆様ぜひお越しください★ 

クリスマスお楽しみ会のお知らせ 

12 月 23 日（金）午後３時~３時半 和泉図書館ミーティングルーム 

歌や手遊びをまじえて、大型絵本の読み聞かせやパネルシアターを行いま

す。どんなお話や歌をするかは来てのお楽しみ！ 

入場無料、事前の申し込みなども不要ですので、皆さまお誘い合わせの上、

お越しください。心より、お待ちしています★ 



和泉図書館 新着図書案内 2011 年 12 月号 
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今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

リーディング３．０ 本田  直之∥著 東洋経済新報社 007 

世界の本屋さん見て歩き 能勢 仁∥著 出版メディアパル 024 

暇と退屈の倫理学 國分 功一郎∥著 朝日出版社 104 

考え込まないまず「スタート」する 和田 秀樹∥著 新講社 159 

日本人にしかできない「気づかい」の習慣 上田 比呂志∥〔著〕 クロスメディア・パブリッシング 159 

法然と親鸞 武田  鏡村∥著 ＰＨＰ研究所 188 

『スティーブ・ジョブズ 〔Ⅰ〕』 

ウォルター アイザックソン∥著 

講談社 

未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズが、積極的かつ全面的に

取材に協力した評伝。1 は子ども時代、リード・カレッジ進学、インド放浪、アップル誕

生、マックの開発力などについて記す。 

― 歴史・地理 ― 

ＮＨＫさかのぼり日本史 〔１～３〕  ＮＨＫ出版 210.1 

大江戸事件帖お散歩マップ お江戸歴史探訪研究会∥著 徳間書店 213 

帝国を魅せる剣闘士 本村 凌二∥著 山川出版社 232 

不思議な宮さま 浅見 雅男∥著 文藝春秋 288 

平清盛 岩田 慎平∥著 新人物往来社 289 

京都おみやげ大全 佐藤 紅∥編 光村推古書院 291 

万里の長城は月から見えるの？ 武田 雅哉∥著 講談社 292 

『大停滞』 

タイラー  コーエン∥著 

ＮＴＴ出版 

経済成長の源泉は失われたのか? インターネットなどのイノベーションは、新たな経済成

長をもたらすことができるのか? 米国で刊行されるや否や、政策形成関係者や経済論壇で

様々な議論を巻き起こし、論争の焦点を変えた書。 

― 社会科学 ― 

誰が中流を殺すのか アリアナ ハフィントン∥著 阪急コミュニケーションズ 302.5 

アラブ民衆革命を考える 水谷 周∥編著 国書刊行会 312 

刑法総論  全訂第５版 福田  平∥著 有斐閣 326 

韓流ブームの裏側で 閔 銀河∥著 文芸社 334 

実例でよくわかるアンケート調査と統計解析 菅 民郎∥著 ナツメ社 361 

さよなら、お母さん 信田 さよ子∥著 春秋社 367.3 

ノーベル賞はこうして決まる アーリング ノルビ∥著 創元社 377 
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― 自然科学 ― 

神は数学者か？ マリオ リヴィオ∥著 早川書房 410 

星空がもっと好きになる 駒井 仁南子∥著 誠文堂新光社 442 

三連動地震迫る 木股 文昭∥著 中日新聞社 453 

世界をやりなおしても生命は生まれるか？ 長沼 毅∥著 朝日出版社 460 

あの人の声はなぜ魅力的なのか 鈴木 松美∥著 技術評論社 491 

「安全な食べもの」ってなんだろう？ 畝山 智香子∥著 日本評論社 498.5 

『ルポ下北核半島』 

鎌田 慧∥著 

岩波書店 

原子力開発・核燃サイクルという国策のもとに、押し潰されてきた人々の暮らしと土地、

そして矜持。フクシマ原発災害を出来させた構造と同じ光景が広がる、下北核半島の現

状を報告する。 

― 技術 ― 

最高の省エネ・エコ住宅のつくりかたくらしかた 中山 繁信∥著 エクスナレッジ 527 

めがねを買いに 藤 裕美∥著 ＷＡＶＥ出版 535 

身近な金属製品の科学 坂本  卓∥著 日刊工業新聞社 581 

― 手芸・料理 ― 

かんたんすてきなポンポンづくり ポンポンズ∥著 グラフィック社 594 

ヨウ素たっぷり海藻浄化レシピ 汲玉∥著 文化学園文化出版局 596 

『加藤周一を読む』 

鷲巣  力∥著 

岩波書店 

加藤周一の 90 年近い人生にわたっての言動をゆるぐことなく支えたものとは何だった

のか。「ことばと人間」を信じ、尊び、愛し、なによりも大事にしつづけた、その著作

活動の全軌跡を展望する。 

― 産業 ― 

森のリース、森の恵み 横山 美恵子∥著 河出書房新社 627 

犬語の教科書 矢島 信一∥監修 池田書店 645 

ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田 洋∥著 ソフトバンククリエイティブ 689 

― 芸術・スポーツ ― 

定本誰でも描ける龍の描き方  秀作社出版 724 

日本刀・刀装事典 杉浦 良幸∥著 里文出版 756 

なぜ宝塚歌劇の男役はカッコイイのか 中本 千晶∥著 東京堂出版 775 

なでしこの告白 週刊サッカーマガジン∥編 ベースボール・マガジン社 783.4 

― 言語・文学 ― 

子どもの英語力を育てたいお母さんのための本 マスミ オーマンディ∥著 アスペクト 830 

日本人なら知っておきたい日本文学 蛇蔵∥著 幻冬舎 910.2 

一夜だけの詩遊び 谷川 俊太郎∥著 メディアファクトリー 911.5 
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― 小説・エッセー ― 

ぼくらは夜にしか会わなかった 市川 拓司∥著 祥伝社 913.6 

ばくりや 乾 ルカ∥著 文藝春秋 913.6 

これはペンです 円城 塔∥著 新潮社 913.6 

すべて真夜中の恋人たち 川上  未映子∥著 講談社 913.6 

ルー＝ガルー 〔２〕 京極 夏彦∥著 講談社 913.6 

神様の女房 髙橋  誠之助∥著 ダイヤモンド社 913.6 

ジェノサイド 高野  和明∥著 角川書店 913.6 

プリズム 百田  尚樹∥著 幻冬舎 913.6 

水の柩 道尾 秀介∥著 講談社 913.6 

四十八人目の忠臣 諸田 玲子∥著 毎日新聞社 913.6 

変若水 吉田 恭教∥著 光文社 913.6 

かわいそうだね？ 綿矢 りさ∥著 文藝春秋 913.6 

始末に困る人 藤原 正彦∥著 新潮社 914.6 

裸のフクシマ たくき  よしみつ∥著 講談社 916 

大阪人の格言 小杉 なんぎん∥著 徳間書店 917 

カッシアの物語 アリー コンディ∥著 プレジデント社 933 

００７白紙委任状 ジェフリー  ディーヴァー∥著 文藝春秋 933 

ワニの黄色い目 〔上・下〕 カトリーヌ パンコール∥著 早川書房 953 

７人のこびとがアンに教えてくれたこと カリーナ  ステファノバ∥著 ポプラ社 989 

― ビジネス・パソコン ― 

女性の仕事全ガイド 〔’１３年版〕 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 BU 366 

営業部は今日で解散します。 村尾  隆介∥著 大和書房 BU 675 

日経パソコン用語事典 〔２０１２年版〕 日経パソコン∥編 日経ＢＰ社 PC 007 

ｉＰａｄ  ｖｓ．キンドル 西田  宗千佳∥著 エンターブレイン PC 023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～今月の予約ランキング～ 

１ 境遇          湊かなえ 

２ マスカレード・ホテル  東野圭吾 

３ おまえさん〔単行本〕  宮部みゆき 

４ 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 

５ 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 

６ はやく名探偵になりたい 東川篤哉 

７ こいわすれ       畠中恵 

８ 舟を編む        三浦しをん 

９ 花の鎖         湊かなえ 

９ 謎解きはディナーのあとで〔２〕東川篤哉 

図書館員のオススメ本 

「ずっーとずっとだいすきだよ」 

ハンス・ウィルヘルム 絵と文  久山太市 訳 

 

家族の一員でもあった犬のエルフィーが死んで

ゆく物語。はじめから終わりまで飼い主の少年が

エルフィーのことを大好きだという気持ちであ

ふれています。最後には「死」という悲しい別れ

になりますが、どこか心あたたまる物語です。 

子ども向けの絵本ですが、大人が読んでも何か感

じるところのある作品です。 
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子どもの本の新着図書 

『あかいぼうしのゆうびんやさん』 

ルース エインズワース//さく こうもと さちこやく//え 

福音館書店 

手紙のやりとりがしたい動物たちは、手紙を運ぶゆうびんやさんを選ぶことに。す

ると、こねこや、りすたちが立候補。こまどりもなりたいのですが、みんなが立派

に見えて黙っていました。さて、ゆうびんやさんに選ばれたのは…。 

 

『なにか、わたしにできることは？』 

ホセ カンパナーリ//文 ヘスース シスネロス//絵 寺田 真理子訳 

西村書店 

毎日、おじさんは新聞を読む。そこには、全身がふるえあがるような記事もあり、

おじさんは不安でたまらなくなる。あるとき、口をひらくとこんな言葉がとびだ

した。「なにか、わたしにできることは?」 すると…。 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

ねえおかあさん 下田  冬子∥ぶん  え 大日本図書 えほん 

くすのきだんちのコンサート 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに えほん 

空の絵本 長田 弘∥作 講談社 えほん 

でてくるぞでてくるぞ あき びんご∥作 くもん出版 えほん 

心をつなぐクリスマス 〔金・銀〕  講談社 えほん 

不思議でこわ～い都市伝説 藤田 晋一∥編 ＰＨＰ研究所 K 147 

希望のキャンプ 田口 ランディ∥文 汐文社 K 369 

地球生きものアドベンチャー 〔１～３〕 ゴムドリｃｏ．∥文 ポプラ社 K 460 

食料危機ってなんだろう 山崎 亮一∥監修 文研出版 K 611 

「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈 蓉子∥著 ポプラ社 K 913 

緑のトンネルをぬけて 岸 史子∥作 岩崎書店 K 913 

宇宙からきたかんづめ 佐藤 さとる∥作 ゴブリン書房 K 913 

おばけのはつこい むらい かよ∥著 ポプラ社 K 913 

風の海峡 〔上・下〕 吉橋  通夫∥著 講談社 K 913 

ランプの精リトル・ジーニー 〔１９〕 ミランダ ジョーンズ∥作 ポプラ社 K 933 

宇宙の誕生 ルーシー ホーキング∥作 岩崎書店 K 933 

壊れかけのムーンライト 上遠野 浩平∥著 アスキー・メディアワークス KM 913 

仮面城からの脱出 廣嶋 玲子∥作 講談社 KS 913 

１４歳からの原発問題 雨宮  処凛∥著 河出書房新社 Y 543 

ＲＤＧ 〔５〕 荻原 規子∥著 角川書店 Y 913 

 



 

 

 「サンタ追跡作戦」というものをご存知ですか？ 

毎年クリスマス・イブに、ＮＯＲＡＤ(ノーラッド)と

いう、アメリカ合衆国とカナダが共同している、北米

航空宇宙防衛軍が、インターネットサイトでサンタク

ロースの追跡を生中継しているのです。 

もし、興味を持ったらクリスマス・イブにＮＯＲＡＤ

のサイトをのぞいてみてください。 

http://www.noradsanta.org/japanese/ 

(日本語のページです) 

クリスマス・イブ以外は見られなくなっていますの

で、気をつけてくださいね。 

 

参考：『Xmas アドベント★ブック』 
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              教えて！図書館コーナー！ 

【ＯＰＡＣ (おぱっく) ～図書館資料検索機～】 

図書館にある本を調べたい時はぜひこの「ＯＰＡＣ」を 

ご利用ください。調べたい本のタイトルや作者名を入力す

るだけで調べることができますよ！調べたページからその

まま予約もできちゃうので、予約用紙を書く時間が…という

方にもオススメです♪(DVDや CD、一部の本は予約用紙を

書いて頂かなければ予約できないものもあります) 

予約ランキングや新着図書なども調べられるので 

とっても便利ですよ！ 

 

Happy Birthday!! 

宮西 達也(12月 23 日) 

静岡県生まれの絵本作家。『きょうはなんてうんが

いいんだろう』で講談社出版文化賞・絵本賞を受

賞。主な著作に、『おまえうまそうだな』や小学二

年生向きの教科書にも載った『にゃーご』などが

ある。       参考：『絵本(玄光社MOOK)』 

年末年始のお知らせ。 

年末年始は下記の日程で休館させて頂きます 

12月 29日(木)~1 月 3日(火) 

休館中は電話応答なども全て行っておりませ

んのでご了承くださいませ。 

返却ポストは以下のようになっております。 

和 泉…２階ポストのみ利用可 

プラザ…１階ポストのみ利用可 

に じ…ご利用できません 

南 部…通常通り 

尚、1月 4日(水)は通常通りの開館時間となっ

ておりますので、よろしくお願い致します。 

本年は大変お世話になりました。来年も変わ

らぬご愛顧をお願い致しますとともに、皆さま

が素敵な年越しを迎えられますように！ 

よいお年を！ 

他の１２月生まれの作家さん(敬称略) 

群ようこ(5日)・森博嗣(7日) 

谷川流(19日)・松本清張(21日) 

               など。 
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平成２３年度１２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） １２月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンコンフォート内）   水 １：３０ ～ ２：３０     ２１ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０ １３     

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００  １  ２２ 

 光明台北小学校  水 ３：３０ ～ ４：３０  ７  ２８ 

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０  ６  ２７ 

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０ １３     

 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  ６  ２７ 

 鶴山台南小学校 水 ３：１０ ～ ４：３０     ２１ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前）   水 １：３０ ～ ３：００  ７  ２８ 

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０  １  ２２ 

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０  ８ 

 南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ １４  

 ※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） 

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 

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 

   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 

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。 
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