
本のリサイクル市開催！ 
３月３１日(土)10：00～16：00 

シティプラザ３階学習室４にて。 

 

昨年秋に大好評だったリサイクル市が 

今度はシティプラザで行われます！ 

参加費は無料となっておりますので、 

皆さまお誘いあわせの上、お越し下さい★ 

※お一人様１０冊までとなります。(袋は各自お持ちください) 

 
 

 

２０１２年３月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 3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 30 31 

こどもまつり (和)午後３時～４時 集会室１・２ (プ)午後２時～３時 ３階学習室４ 

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 

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 お話室 

ちいさなおはなし会 (プ)午前 11 時～11 時半 お話室 

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 

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 

  

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 

March 

にじのとしょかん蔵書点検期間 

 (にじのとしょかん休館) 南部 RC 図書室 蔵書点検期間 (南部 RC 図書室休館) 

シティプラザ 

図書館 

休館日 

南部ＲＣ 
図書室休館日 

本のリサイクル市 
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 ３月まで ４月から 

おりがみ教室 第４水曜日→ 第１月曜日 

こども手づくり教室 第１水曜日→ 第４月曜日 

４月から和泉図書館のおりがみ教室とこども手

作り教室の開催日が月曜日に変更になります。 

時間と場所は今まで通り、午後２時半から 

ミーティングルームで行います。 

皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください★ 

  

図書館では、毎月色々なテーマで本を展示しています。 

春の訪れを感じながら、お散歩のお供にいかがですか？ 

自動車文庫大掃除終了！ 
 

自動車文庫の本の整理・入れ替えを

行いました！今月からまた心機一転

して、皆さまのご利用をお待ちして

います♪ 

なお、それに伴って本の配置も変わ

っております。お探しの本が見つか

らない場合は、お気軽にスタッフま

でお声かけくださいませ。 

行事のお知らせ 



和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 3 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 ― 

手づくり製本の本 嶋崎 千秋∥著 誠文堂新光社 022 

官報複合体 牧野 洋∥著 講談社 070 

幸せの遺伝子 村上 和雄∥著 育鵬社 159 

なぜ、タモリさんは「人の懐」に入るのが上手いのか？ 内藤 誼人∥著 廣済堂出版 159   

このまま３０歳になってもイイですか？ 鳥居 志帆∥著 サンクチュアリ出版 159.6 

謎とき伊勢神宮 井上 宏生∥著 廣済堂出版 175 

『大阪暮らしむかし案内  江戸時代編 絵解き井原西鶴 』 

本渡 章∥著 

創元社 

井原西鶴の浮世草子(小説)とその挿絵を題材に、江戸時代の庶民の暮らし、人間模様を

活写する案内書。お金や商売から、四季の暮らし、色恋沙汰まで、絵と物語を解読する

面白さを味わいながら、大阪の生活文化がわかる。 

― 歴史・地理 ― 

昭和の特別な一日 杉山 隆男∥著 新潮社 210.7 

戦国武将の死亡診断書 酒井 シヅ∥監修 エクスナレッジ 281 

あんぽん 佐野 眞一∥著 小学館 289 

父・金正日と私 五味 洋治∥著 文藝春秋 289 

探訪記者松崎天民 坪内 祐三∥著 筑摩書房 289 

週末京都 青山 有紀∥著 ＡＣＣＥＳＳ 291 

『武門源氏の血脈 為義から義経まで』 

野口 実∥著 

中央公論新社 

一族不遇の時代に各地で勢力を扶植した祖父為義、京都政界で地位向上に邁進し挫折し

た父義朝、高貴な出自による人脈を駆使した頼朝・義経兄弟…。草深い東国の武士団の

棟梁というイメージを一新し、河内源氏の実像に迫る論考。 

― 社会科学 ― 

これでうまくいく！公務員のクレーム・窓口対応 田中 富雄∥著 学陽書房 318 

“核”を求めた日本 「ＮＨＫスペシャル」取材班∥著 光文社 319 

キーワード３つでわかる民法 荘司 雅彦∥著 朝日新聞出版 324 

数学を知らずに経済を語るな！ 高橋 洋一∥著 ＰＨＰ研究所 331 

親のお金の守り方 北見 久美子∥著 朝日新聞出版 367.7 

もう限界！！腰を痛めずラクにできる介護術 下 正宗∥監修 自由国民社 369.2 

伝説の灘校教師が教える一生役立つ学ぶ力 橋本 武∥著 日本実業出版社 370 

図説軍服の歴史５０００年 辻元 よしふみ∥著 彩流社 383 
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― 自然科学 ― 

中学で習う数学の文章題が３分で解ける本 平山 雅康∥著 明日香出版社 410 

山はどうしてできるのか 藤岡 換太郎∥著 講談社 455 

医師のミッション 日野原 重明∥著 藤原書店 490 

はじめてのリンパ 加藤 雅俊∥著 ブルーロータスパブリッシング 492 

一生歩ける！カラダづくり 伊藤 和磨∥著 日本文芸社 498.3 

トコトンやさしい薬の本 加藤 哲太∥著 日刊工業新聞社 499 

『長寿と性格 なぜ、あの人は長生きなのか』 

ハワード Ｓ．フリードマン∥著 

清流出版 

「明るい人気者は長生きする」「働きすぎは体に良くない」…これらの常識はすべて覆さ

れた! 80年にわたる研究から解明された、健康長寿につながる生き方のパターンを紹介

する。自己診断テスト付き。 

― 技術 ― 

五重塔入門 藤森 照信∥著 新潮社 521 

車いす生活に夢を与える仕事人 さらだ たまこ∥著 教育評論社 536 

サムスン式仕事の流儀 ムン ヒョンジン∥著 サンマーク出版 540   

― 手芸・料理 ― 

きほんがわかる通園・通学のバッグとこもの リトルバード∥編 成美堂出版 594 

決定版！幼稚園のおべんとう裏ワザ大事典  辰巳出版 596 

『高峰秀子暮しの流儀』 

高峰 秀子//著 松山 善三//著 斎藤 明美//著 

新潮社 

高峰秀子という人間が貫いた暮しの流儀と美学を、日々を活写した貴重な秘蔵アルバ

ム写真や、衣食住にかかわる日用品、身辺に置いて慈しんだ宝物などをとおして解き

明かす。高峰秀子の遺稿や幻のエッセイも掲載。 

― 産業 ― 

バナナの世界史 ダン コッペル∥著 太田出版 625 

中古ワンルームは「東京２３区」を買いなさい！ 重吉 勉∥著 かんき出版 673 

安売りしないでお客をガッチリつかむ技術 竹内 謙礼∥著 日本経済新聞出版社 675 

― 芸術・スポーツ ― 

人生モグラたたき！ 池田 暁子∥著 文藝春秋 726 

おりがみねじり折り プロジェクトＦ∥編 誠文堂新光社 754 

母さんの「あおいくま」 コロッケ∥著 新潮社 779 

才能とは続けられること 羽生 善治∥著 ＰＨＰ研究所 796 

― 言語・文学 ― 

翻訳家になろう！ 柴田 耕太郎∥著 青弓社 801 

「おつかれさま」を英語で言いたくないですか？ デイビッド セイン∥著 東京書籍 837 

ことばが生まれるとき 岩元 綾∥著 かもがわ出版 911.5 
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― 小説・エッセー ― 

葬式組曲 天祢 涼∥著 原書房 913.6 

スイングアウト・ブラザース 石田 衣良∥著 光文社 913.6 

酒田さ行ぐさげ 宇江佐 真理∥著 実業之日本社 913.6 

道化師の蝶 円城 塔∥著 講談社 913.6 

鮫島の貌 大沢 在昌∥著 光文社 913.6 

所轄魂 笹本 稜平∥著 徳間書店 913.6 

コーヒーブルース 小路 幸也∥著 実業之日本社 913.6 

共喰い 田中 慎弥∥著 集英社 913.6 

十津川警部西武新宿線の死角 西村 京太郎∥著 実業之日本社 913.6 

信長私記 花村  萬月∥著 講談社 913.6 

蜩ノ記 葉室 麟∥著 祥伝社 913.6 

ゴールデンラッキービートルの伝説 水沢 秋生∥著 新潮社 913.6 

私の箱子(シャンズ) 一青 妙∥著 講談社 914.6 

東京暮らし江戸暮らし 平岩 弓枝∥著 講談社 914.6 

アメリカ・ハードボイルド紀行 小鷹 信光∥著 研究社 930.2 

金の成る木 シドニィ シェルダン∥作 アカデミー出版 933 

さよなら、私のクィンターナ ジョーン ディディオン∥著 慶應義塾大学出版会 936 

本当にあった？グリム童話「お菓子の家」発掘 ハンス トラクスラー∥著 現代書館 943 

農耕詩 クロード シモン∥著 白水社 953 

― ビジネス・パソコン ― 

働く人のためのちいさな知恵 リンダ バーバチー∥著 飛鳥新社 BU 159.4 

苫米地式超光速コミュニケーション術 苫米地 英人∥著 大和出版 BU 336.4 

ゲーミフィケーション 井上 明人∥著 ＮＨＫ出版 PC 007 

はじめてのクラウドコンピューティング入門 田村 憲孝∥著 秀和システム PC 547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～今月の予約ランキング～ 

１ 蜩ノ記       葉室麟 

２ 共喰い       田中慎弥 

３ 麒麟の翼      東野圭吾 

４ プラチナデータ   東野圭吾 

５ ジェノサイド    高野和明 

６ あんぽん      佐野眞一 

７ ミレニアム１〔上〕 スティーグ ラーソン 

８ 星月夜       伊集院静 

８ くちびるに歌を   中田永一 

８ 舟を編む      三浦しをん 

図書館員のオススメ本 

『四十九日のレシピ』 

伊吹 有喜//著 ポプラ社 

 

「その人がどんな人だったか、お葬式をみれば

わかる」とよくいいますが、このお母さんは本当

にいい人だと、心からそう思います。 

残していく家族や知人のために書かれた四十

九日までにするべき＜レシピ＞。それを実行する

たびに絆は強くなり、失った悲しみを皆で乗り越

えます。涙があふれますが、とても温かい涙です。 
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子どもの本の新着図書 

『でんぐりがえし  』 

ビーゲン セン//作 みぞぶち まさる//絵 

絵本塾出版 

動物村の仲間たちは、でんぐりがえしが大好き。クマのクーちゃん、ウサギのナナ

ちゃん、タヌキのおじいちゃんも、みんなでいっしょに楽しくでんぐりがえし。く

るくるまわってグルリンパ! 

 

『ゆきひらの話』 

安房 直子//作 田中 清代//絵 

偕成社 

古い小さな一軒家で、風邪をひいたおばあさんが、たったひとりで寝ていました。

こんな時、誰かいてくれたらと思っていると、台所でコトコトと音がします。「ぼく、

ゆきひらです」 しゃべっていたのは古いお鍋だったのです。 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

ことばあそびどうぶつえん 石津 ちひろ∥文 のら書店 えほん 

おにのおにぎりや ちば  みなこ∥作 偕成社 えほん 

とんとんとんだれですか はやし ますみ∥作 絵 岩崎書店 えほん 

ぴあのうさぎとみみおばけ あきやま ただし∥作 絵 金の星社 えほん 

ぼくたちのいえはどこ？ アレクシス ディーコン∥文 徳間書店 えほん 

ミアはおおきなものがすき！ カトリーン シェーラー∥作 光村教育図書 えほん 

びっくり！！トリックアート 〔６〕  汐文社 K 145 

海辺で調べる生き物の生態 小林 安雅∥著 誠文堂新光社 K 481 

図解東京スカイツリーのしくみ ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 K 526 

写真でわかる日本の物流 〔１〕 関橋 眞理∥著 汐文社 K 675 

魔界ドールハウス 斉藤 洋∥作 あかね書房 K 913 

イチゴがいっぱい 竹内 もと代∥作 文研出版 K 913 

妖怪一家九十九さん 富安 陽子∥作 理論社 K 913 

ホラー横丁１３番地 〔１〕 トミー ドンババンド∥作 偕成社 K 933 

そして、ぼくの旅はつづく サイモン フレンチ∥作 福音館書店 K 933 

ウサギのトトのたからもの ヘルメ ハイネ∥作 絵 徳間書店 K 943 

レンタルマギカ 〔２１〕 三田 誠∥著 角川書店 KM 913 

黒魔女さんが通る！！ 〔ｐａｒｔ１４〕 石崎 洋司∥作 講談社 KS 913 

１４歳のための時間論 佐治 晴夫∥著 春秋社 Y 421 

しずくちゃん 〔１８〕 ぎぼ りつこ∥作 絵 岩崎書店 Y 726 

 



 

 
 

ひなまつりは元々、中国の風習でした。昔の中国で

は３月３日は厄日(わざわいが起きやすい日)とさ

れ、身体を清めるならわしがありました。それが日

本に伝わると、当時貴族の女の子たちが遊んでいた

人形遊び(ひな遊び)と混ざって、子どもの穢れ(けが

れ)をはらうため、紙や草で作った人形(ひとがた)で

体をなで、川に流すという「流しびな」が行われま

した。これがひなまつりの元の形となっています。

現在のような、ひな壇にひな人形を飾るようになっ

たのは江戸時代以降なんだそうです。 

 

ちなみに、３月３日が「桃の節句」といわれるのは、旧暦の

３月３日は今の４月頃になり、ちょうど桃の花が咲く時期で

した。また、桃には魔よけの力があると考えられていたこと

もあり、節句のお祝いにふさわしいとされたそうです。 

 

参考：『まいにち、うきうき。和の暦』(朝日新聞出版) 

   『伝統行事がわかる図鑑① 春のしきたり』(ポプラ社) 
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教えて！図書館コーナー！ 

【分類(ぶんるい)って？】 

図書館の本が全部ごちゃごちゃになっていたら、あなたはど

う思いますか？…探しにくくて不便ですよね。だから、図書

館では本を内容ごとに仲間分けをしています。これを「分類」

と言って、日本の公共図書館では、０から９までの１０個の

数字を使って分ける「日本十進分類法(にほんじっしんぶんる

いほう)」という方法を主に使っています。 

では、この１０個の数字にどんな本が分けられているので 

しょうか。それは次回から紹介していきます。お楽しみに！     参照：『本って、どうやって探したらいいの？』 

 

Happy Birthday!! 

京極 夏彦(3 月 26 日) 

昭和 38年 3月 26日生まれ。北海道小樽市出身の小説家。 

『姑獲鳥(うぶめ)の夏』で小説家デビュー。グラフィッ

クデザイナーとしても活動しており、本のカバーデザイ

ンを行ったり、ページ構成に独自のこだわりを持ってい

る。主な著書に『魍魎の匣』『嗤う伊右衛門』『後巷説百

物語』『ルー＝ガルー』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 

（終了しました） 

和泉図書館 

（終了しました） 

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３月生まれの作家さん(敬称略) 

芥川龍之介(1 日)・重松清(6 日) 

石田衣良(28 日)・小川洋子(30 日) 

               など。 
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～ひなまつりのプチ★雑学～ 



平成２３年度３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） ３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  ２９ 

 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（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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