
福袋大好評！ 
１月４日～９日に和泉図書館で貸し出した、限定 

福袋ですが、おかげさまで好評のうちに全てを 

貸出することができました！ありがとうございました！ 

中身の一覧リストを近日公開する予定ですので、 

借りることができた方もできなかった方も 

どんな本が入っていたのかな～？と 

ぜひ一度覗いてみてくださいね♪ 

 
 

 

２０１２年２月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 2月の行事 
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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    

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) 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 

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 

みんなでシネマ (プ)午後１時半～ 地下一階多目的室 

映画上映会   (和)午後１時半～ 集会室１・２  

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 

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 

休館日 

February 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

シティプラザ図書館 

蔵書点検期間 ( シティプラザ図書館休館) 和泉図書館 蔵書点検期間 

(和泉図書館休館) 
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荒井良二さんワークショップ開催！ 

★日時：3 月 11 日(日)午後 1 時～3 時 

☆対象：小学生 40 人(保護者の見学可) 

★場所：シティプラザ地下一階 多目的室 

(シティプラザ図書館横) 

往復はがきにて申込。2/20(月)必着です。 

詳細は、和泉市内の各図書館かホームページで 

ご確認ください。 

絵本作家さんに直接会えるチャンス！(応募多数の場合は公開抽選を行います。) 

 

★今月の映画上映会 
和泉図書館 

2 月 5 日(日)13：30～「ローマの休日」(上映時間 120 分) 

シティプラザ図書館 

2 月 12 日(日)13：30～「ジュマンジ」(上映時間 103 分) 

    29 日(水)13：30～「幸せのちから」(上映時間 117 分) 

それぞれ P.1 のカレンダー下に載っている場所で行います。 

皆さま是非ご来場くださいませ♪(映画の内容はＨＰをご覧ください。) 

図書館では、毎月色々なテーマで本を展示しています。 

温かい飲み物をお供に、ゆっくり読書なんていかがでしょうか？ 



和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 ２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 ― 

カレンダーおもしろ活用術 日本能率協会マネジメントセンター∥編 日本能率協会マネジメントセンター 002 

計画と無計画のあいだ 三島 邦弘∥著 河出書房新社 023 

心が軽くなる哲学の教室 小川 仁志∥著 中経出版 130 

働き女子のハッピー手帳術 さとう めぐみ∥著 日本能率協会マネジメントセンター 159.6 

美意識は、過剰すぎるぐらいがちょうどいい。 岩井 結美子∥著 マガジンハウス 159.6 

ムダなことなどひとつもない 酒井 雄哉∥著 ＰＨＰ研究所 188 

『触感をつくる   《テクタイル》という考え方』 

仲谷 正史・筧 康明・白土 寛和∥著 

岩波書店 

デジタル技術で触感の記録と再生・編集を可能とする装置を開発した著者らが、触感や

それを測る方法・操る方法を解説し、触感のデザインを通じて、身体や心の感度を高め

ることを目的とする「テクタイル」を実現する作品を紹介。 

― 歴史・地理 ― 

ピュリツァー賞受賞写真全記録 ハル ビュエル∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 209 

教科書には載っていない大日本帝国の真実 武田  知弘∥著 彩図社 210.6 

〈甲賀忍者〉の実像 藤田  和敏∥著 吉川弘文館 216 

イスラーム 文明と国家の形成 小杉 泰∥著 京都大学学術出版会 227 

秦河勝 井上 満郎∥著 吉川弘文館 289 

世界の聖地 松岡 絵里∥著 国書刊行会 290 

女ひとり旅読本 ひとり旅活性化委員会∥編 双葉社 290 

『贖罪』 

読売新聞社会部∥著 

中央公論新社 

人はどう罪と向き合い、刑罰でどう変われるのか? 犯罪者の矯正可能性を見極めること

の難しさと、適切な量刑の意味を描き出す。『読売新聞』連載に大幅に加筆して書籍化。 

 

― 社会科学 ― 

経済と国家がわかる国民の教養 三橋  貴明∥著 扶桑社 304 

狡猾の人 森  功∥著 幻冬舎 317 

世界経済「大動乱」を生きのびよ 藤巻 健史∥著 朝日新聞出版 332 

国税記者 田中 周紀∥著 講談社 345 

おじさん図鑑 なかむら るみ∥絵 文 小学館 367.5 

就活に「日経」はいらない 成毛 眞∥著 新潮社 377 

日本海軍はなぜ過ったか 澤地  久枝∥著 岩波書店 397 
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― 自然科学 ― 

未踏の南極ドームを探る 上田 豊∥著 成山堂書店 402 

相対性理論  ニュートンプレス 421 

いちばんやさしい地球変動の話 巽 好幸∥著 河出書房新社 455 

そうなんだ！アレルギー 眞鍋  穰∥著 新日本出版社 493 

現代の助産習俗助産所出産 山名 香奈美∥著 一藝社 495 

テクニック図解かむ・飲み込むが難しい人の食事 藤谷 順子∥監修 講談社 498.5 

『科学嫌いが日本を滅ぼす 「ネイチャー」「サイエンス」に何を学ぶか』 

竹内 薫∥著 

新潮社 

世界に君臨する 2 大科学誌『ネイチャー』『サイエンス』を舞台に、科学者たちは国家の

興亡を賭けて、熾烈なる競争を繰り広げてきた。知られざる「科学戦争」の最前線から、

科学立国ニッポンの未来を読みとく。 

― 技術 ― 

すぐできる！「地震に強い家」にする８０の方法 高森 洋∥著 講談社 524 

間違いだらけのクルマ選び 〔２０１２年版〕 徳大寺 有恒∥著 草思社 537 

おしゃれの教科書 杉浦 さやか∥著 ブロンズ新社 589 

― 手芸・料理 ― 

ハンドメイドの入園入学グッズ 文化出版局∥編 文化学園文化出版局 594 

初心者でもつくれるプレミアム料理  ＮＨＫ出版 596 

『フクシマの王子さま』 

椎根 和∥著  荒井 良二∥絵 

芸術新聞社  

自然の宝庫フクシマで起きた取り返しのつかない原発事故。いま、本当に守るべきものは

何なのか。福島でわが子を育てていこうとする若い母親の日々を綴りながら、原発事故の

背景に迫る。 

― 産業 ― 

ビジュアルマスター最新くわしい犬学 くわしい犬学編集委員会∥編 誠文堂新光社 645 

なぜ、２０代女子社員は超ヒット商品を生み出せたか 勝見 明∥著 プレジデント社 675 

地域で守ろう！鉄道・バス 堀内 重人∥著 学芸出版社 682 

― 芸術・スポーツ ― 

練習しないで、字がうまくなる！ 阿久津 直記∥著 サンマーク出版 728 

らくらくオーブン陶芸 両角 香∥著 日貿出版社 751 

不思議ちゃん 千秋∥著 宝島社 779 

私の愛した巨人（ジャイアンツ） 清武  英利∥著 ワック 783.7 

― 言語・文学 ― 

朝日キーワード 〔２０１３〕 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 813 

バルのスペイン語 秦 真紀子∥著 三修社 867 

追悼小松左京  河出書房新社 910.2 
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― 小説・エッセー ― 

私が恋愛できない理由 小倉 咲∥著 扶桑社 913.6 

人生に七味あり 江上 剛∥著 徳間書店 913.6 

来たれ、野球部 鹿島田 真希∥著 講談社 913.6 

かなたの子 角田 光代∥著 文藝春秋 913.6 

巴里茫々 北 杜夫∥著 新潮社 913.6 

御隠居忍法刺客百鬼 高橋 義夫∥著 中央公論新社 913.6 

加藤清正虎の夢見し 津本 陽∥著 幻冬舎 913.6 

消失グラデーション 長沢  樹∥著 角川書店 913.6 

地の底のヤマ 西村 健∥著 講談社 913.6 

恋物語 西尾 維新∥著 講談社 913.6 

小説ロボジー 矢口 史靖∥著 メディアファクトリー 913.6 

怪談 柳 広司∥著 光文社 913.6 

子供の世話になって死んでいきます 海老名 香葉子∥著 海竜社 914.6 

押し入れの虫干し 高山 なおみ∥著 リトルモア 914.6 

真夜中の手紙 宮本 輝∥著 新潮社 915.6 

地図になかった世界 エドワード Ｐ．ジョーンズ∥著 白水社 933 

あの川のほとりで 〔上・下〕 ジョン アーヴィング∥著 新潮社 933 

ばかものギンペルと１０の物語 アイザック Ｂ．シンガー∥著 彩流社 949 

悪い娘（こ）の悪戯 マリオ バルガス＝リョサ∥著 作品社 963 

― ビジネス・パソコン ― 

これからのリーダーに贈る１７の言葉 佐々木  常夫∥著 ＷＡＶＥ出版 BU 159.4 

コンビニ改造論 姫井 由美子∥著 花伝社 BU 673 

グーグル ネット覇者の真実 スティーブン レヴィ∥著 阪急コミュニケーションズ PC 007 

入門ソーシャルデータ Ｍａｔｔｈｅｗ Ａ．Ｒｕｓｓｅｌｌ∥著 オライリー・ジャパン PC 007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～今月の予約ランキング～ 

１ ジェノサイド         高野和明 

２ 極北ラプソディ        海堂尊 

３ 人生がときめく片づけの魔法  近藤麻理恵 

４ 蜩ノ記            葉室麟 

５ 謎解きはディナーのあとで〔２〕 東川篤哉 

５ マスカレード・ホテル     東野圭吾 

７ 東雲ノ空           佐伯泰英 

８ 謎解きはディナーのあとで   東川篤哉 

８ ヒア・カムズ・ザ・サン    有川浩 

10 県庁おもてなし課       有川浩 

10 ジェントルマン        山田詠美 

図書館員のオススメ本 

『魔法使いハウルと火の悪魔』 

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ∥ 作  

 西村醇子∥訳       徳間書店  

本気で人を愛することができないハウルとソフ

ィーのちょっと奇妙なラブストーリー。 

映画「ハウルの動く城」の原作ですが、映画とは

登場人物もお話も違うところがあるので、観た人も

観ていない人も楽しめること間違いナシ！ 

イギリスの昔話やファンタジー作品のパロディが

出てきたりもするので、大人の方にもぜひ読んでも

らいたい一冊です。 
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子どもの本の新着図書 

『鬼ガ山』 

毛利 まさみち∥作・絵 

絵本塾出版 

しっかり者の千代と、その友だちの勝平は、「鬼ガ山」に行くことに。臆病で気が弱

い勝平は鬼がすむといわれる山を怖がりますが、2 人は助けあって山の上まで登り

ます。すると、向こうにある洞窟から気味の悪い音が聞こえて…。 

 

『たんじょうびおめでとう!  』 

マーガレット ワイズ ブラウン∥さく  レナード ワイスガード∥え 

こみや ゆう∥やく 

長崎出版 

いもむし、りす、ぶた、うさぎ…。深い森のなかで生まれ育ち、1 歳になった動物た

ちが、お誕生日プレゼントをもらいました。それぞれ一番ほしかったものをもらっ

たのですが、それはいったいなんでしょう? 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

くまくんと６ぴきのしろいねずみ クリス ウォーメル∥作 絵 徳間書店 えほん 

パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ  ケンプ∥ぶん ＢＬ出版 えほん 

しあわせのバケツ キャロル マックラウド∥作 ＴＯブックス えほん 

トントントンをまちましょう あまん きみこ∥作 ひさかたチャイルド えほん 

メイはなんにもこわくない きむら  ゆういち∥作 講談社 えほん 

日本のもと 〔技術〕 山根  一眞∥監修 講談社 K 302 

中学生がおしえる小学生の理科実験 寺田 義昌∥監修 朝日学生新聞社 K 407 

しんかんせん 小賀野  実∥写真  監修 小学館 K 546 

できたよ、なわとび 太田 昌秀∥監修 ベースボール・マガジン社 K 781 

オレンジ党最後の歌 天沢 退二郎∥著 復刊ドットコム K 913 

一期一会恋チョコ？友チョコ？ マインドウェイブ∥キャラクター 学研教育出版 K 913 

クッキーとコースケ さとう まきこ∥作 小峰書店 K 913 

かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原 ゆたか∥さく え ポプラ社 K 913 

トモダチックリの守り人 吉富 多美∥作 金の星社 K 913 

空色の凧 シヴォーン  パーキンソン∥作 さ・え・ら書房 K 933 

おとぎ話をききすぎたお姫さま シルヴィア ロンカーリァ∥作 西村書店 K 973 

はなあそぶ 古戸 マチコ∥著 一迅社 KM 913 

高校生、災害と向き合う 諏訪  清二∥著 岩波書店 KS 519 

お母さんは命がけであなたを産みました 内田 美智子∥著 青春出版社 Y 159 

もういちど家族になる日まで スザンヌ ラフルーア∥作 徳間書店 Y 933 

 



 

 

  

１年は 365 日ですが、実は、地球が太陽の周りを一

周するのはかかるのは 365 日よりもすこし長いので、

ずれが生じてきます。 

そこで４年に１度、２月 29 日を加えることで、この

ずれを無くすことにしたのです。 

この日をうるう日といい、うるう日のある年をうるう

年といいます。 

 

「じゃあ、うるう日に生まれた人は４年に１回しか年

を取らないの？」と思った方はいませんか？ 

ご心配なく！日本の法律では、この日に生まれた人は

２月 28 日生まれとされて、色々な年齢に関する規定

が適用されているんですよ。 
 

 

参考：『総合百科事典ポプラディア１』(ポプラ社) 

『すぐに役立つ 366 日記念日事典』(創元社) 
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              教えて！図書館コーナー！ 

【請求記号(せいきゅうきごう)】 

左のようなラベルを見たことはありませんか？ 

このラベルは「請求記号」といって、図書館の中の本の

ありかを示しているのです。 

３ケタの数字は「分類記号」といって本のジャンルを

表し、カタカナの部分は作者やタイトルの頭文字となっ

ています。 

和泉市立図書館では、ラベルの太さや色で分けている

ものもあるので、是非一度探してみてくださいね 

Happy Birthday!! 

赤川 次郎(2 月 29 日) 

福岡県生まれの推理作家。昭和 51 年に『幽霊列車』

でオール読物推理小説新人賞を受賞しデビュー。

人気作品を次々と発表し、その著作は 500 作を超

える。代表的な著作に『セーラー服と機関銃』「三

毛猫ホームズ」シリーズ、『ふたり』などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

蔵書点検に伴う 

図書館休館のお知らせ 
 

シティプラザ図書館 

2月 17日(金)～2月 22日(水) 

和泉図書館 

2月 23日(木)～2月 29日(水) 

にじのとしょかん 

3月 1日(木)～3月 5日(月) 

南部ＲＣ図書室 

3月 6日(火)～3月 9日(金) 

蔵書点検のため、各館上記期間中は 

休館とさせていただきます。 

休館中は貸出延長や予約等の受付も 

できなくなっておりますので、開館中の 

市内の図書館でお願いいたします。 

 

※蔵書点検期間中の図書館に返却された本は、 

点検が終わるまで返却処理が行われませんので

ご注意ください。 

他の２月生まれの作家さん(敬称略) 

東野圭吾(4 日)・夏目漱石(9 日) 

松谷みよ子(15 日)・村上龍(19 日) 

               など。 
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平成２３年度２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） ２月 

ウ 上代町（鶴山台アーバンコンフォート内）   水 １：３０ ～ ２：３０  １  ２２ 

カ 上町（府営北信太住宅２棟横） 火 １：３０ ～ ２：３０     ２１ 

コ 光明台二丁目（光明台３号公園内）   木 １：３０ ～ ３：００  ２ 

 光明台北小学校  水 ３：３０ ～ ４：３０  ８    

ｼ 信太小学校  火 ３：３０ ～ ４：３０  ７    

ﾂ 鶴山台北小学校     火 ３：００ ～ ４：３０     ２１ 

 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  ７    

 鶴山台南小学校 水 ３：１０ ～ ４：３０  １  ２２ 

ﾌ 伏屋町三丁目（伏屋町会館前）   水 １：３０ ～ ３：００  ８    

ﾐ 南池田小学校 木 ３：３０ ～ ４：３０  ２  

 南松尾小学校 木 ３：１０ ～ ４：３０     １６ 

 南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ １５    

 ※太字の駐車場は、巡回時間が変更になった駐車場です。 
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― 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（フチュール和泉３階）℡４４－３０７１ 

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 

※祝日・振替休日と月曜日が重なる場合は開館し、その直後の平日が休館日になります。 

★☆★☆★！！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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