
 

求む！一日図書館員！ 

４月 28日(土)…小学４～６年生対象 

４月 29日(日)…中学生～高校生対象 

場所：和泉図書館・シティプラザ図書館 

定員：各３人 

 

往復はがきに住所氏名、年齢(学年)、電話番号、希望館名を 

かいて、４月 20日(金)まで＜必着＞に和泉図書館へ送ってください。 

図書館のお仕事、私たちと一緒にやってみませんか？ 

 
 

 

２０１２年４月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 4月の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      

こどもまつり 午後３時～４時 (和)集会室１・２ (プ)地下１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)地下１階多目的室 

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 

映画会 (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 

休館日 

シティプラザ 

図書館 

休館日 

お花見 

工作教室 

p.2 へ GO！ 

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 

(和)  
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お花見工作教室を開催します！ 

日時：4月 15日(日)13：30～15：30 

場所：和泉図書館ミーティングルーム 

お花見カード、桜の飾り付け、しおり作りなど 

内容盛りだくさんでお送りします！ 

参加無料、申し込み不要ですので、 

ぜひご参加ください★ 

図書館で春を感じてみませんか？ 

新しいＣＤ・ＤＶＤ入りました！ 
ハリー・ポッターやゲゲゲの女房、 

レディーガガにAKB48など、 

新旧様々なタイトルを新たに 

入荷しました。 

館内には新着リストも用意しています。 

ぜひ一度ご覧ください！ 

行事のお知らせ 

今月から、和泉図書館のおりがみ教室と 

子ども手づくり教室の曜日が変わりました! 

おりがみ教室…第１月曜日 

子どもてづくり教室…第４月曜日 

場所・時間は変わらず午後２時半から 

ミーティングルームで行いますので、 

お越しの際はご注意ください。 
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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？ 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

絵本アランの幸福論 アラン∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 135 

「小さな気分転換」で人生を大きく変える方法 鶴岡 秀子∥著 中経出版 159 

身体（からだ）と心が美しくなる禅の作法 星覚∥著 主婦の友社 188 

― 歴史・地理 ― 

ＮＨＫさかのぼり日本史 〔７〕  ＮＨＫ出版 210.1 

シルクロードの光彩 山田 勝久 ∥著 笠間書院 220 

関西周辺週末の山登りベスト１２０ 加藤 芳樹∥著 山と溪谷社 291 

愛しのハワイ 赤澤 かおり∥著 枻出版社 297 

『聖武天皇が造った都 難波宮・恭仁宮・紫香楽宮』 

小笠原 好彦//著 

吉川弘文館 

奈良時代、聖武天皇は難波宮・京を再興し、ついで突然に平城京を出ると、恭仁宮・京、

紫香楽宮を造営し、5 年にわたり、これらの都城を転々とした。今なお謎の多いこの行動

を、最新の発掘成果と唐の三都制をもとに読み解く。 

― 社会科学 ― 

武士の掟 高橋 慎一朗∥著 新人物往来社 322 

消費税増税の大ウソ 山家  悠紀夫∥著 大月書店 342 

田舎暮らしの本 ２０１２年４月号  宝島社 365 

びっくり！おもしろしかけ遊び 立花 愛子∥著 チャイルド本社 376      

『大往生したけりゃ医療とかかわるな 「自然死」のすすめ』 

中村 仁一//著 

幻冬舎 

なぜ子孫を残す役目を終えたら、「がん死」がお勧めなのか。最後まで点滴注射も酸素吸入

もいっさいしない数百例の「自然死」を見届けてきた医師が、自分の死に時を自分で決め

ることを提案する。 

― 技術 ― 

環境技術で働く 藤井 久子∥著 ぺりかん社 519 

ハーブ・アロマを楽しむナチュラルソープのつくりかた 梅原 亜也子∥著 誠文堂新光社 576 

住み直す 井上 由季子∥著 文藝春秋 590 

― 自然科学 ― 

面白くて眠れなくなる物理 左巻 健男∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 420 

動物行動学入門 今泉 忠明∥著 ナツメ社 481 

看護技術・ケアの疑問解決Ｑ＆Ａ 尾野 敏明∥ほか著 学研メディカル秀潤社 492 

冷え性のあなたに読んでほしい本  枻出版社 493.1 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 4 月号 
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― 手芸・料理 ― 

押忍！手芸大図鑑 押忍！手芸部∥作 青幻舎 594 

覚えておきたい！料理の基本１２３  扶桑社 596 

― 産業 ― 

紫雨さんのしあわせ色の毎日 紫雨∥著 主婦の友社 629 

ひとつ上のアイディア。 〔新装版〕 眞木 準∥編 インプレスジャパン 674 

９０分解説ＴＰＰ入門 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社 678 

― 芸術・スポーツ ― 

まるごときせつの行事 コダシマ アコ∥著 かもがわ出版 750 

死にたくなったら、これを読め！ 島田  洋七∥著 潮出版社 779 

枝物フラワーアレンジメント 永塚 慎一∥著 誠文堂新光社 793 

― 言語・文学 ― 

天声人語 ２０１１冬 朝日新聞論説委員室∥編 原書房 837 

和歌への招待 久保田 淳∥著 ＮＨＫ出版 911.1 

花の冠 大越 桂∥著 朝日新聞出版 911.5 

『トライアウト』 

藤岡 陽子//著 

光文社 

「これまでは他人と競争するためにやってきた。これからは自分との競争をする」 新聞

社勤務のシングルマザーと、戦力外通告をされたプロ野球選手、2 人の再生の物語。『鉄筆』

連載を書籍化。 

― 小説 ― 

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤∥著 講談社 913.6 

サムライ千年やりました 岩井 三四二∥著 角川学芸出版 913.6 

恋都（こと）の狐さん 北 夏輝∥著 講談社 913.6 

地層捜査 佐々木 譲∥著 文藝春秋 913.6 

とんずら屋弥生請負帖 田牧  大和∥著 角川書店 913.6 

不知火の剣 鳥羽 亮∥著 双葉社 913.6 

十津川警部陰謀は時を超えて 西村  京太郎∥著 文藝春秋 913.6 

チョコレートＴＶ 水野 宗徳∥著 徳間書店 913.6 

途方もなく霧は流れる 唯川 恵∥著 新潮社 913.6 

教授のお仕事 吉村 作治∥著 文藝春秋 913.6 

紳士の「品格」 笹川 陽平∥著 ＰＨＰ研究所 914.6 

三日月とクロワッサン 須藤 靖∥著 毎日新聞社 914.6 

毛のない生活 山口 ミルコ∥著 ミシマ社 916 

無慈悲な昼食 エベリオ ロセーロ∥著 作品社 963 

― PC・ビジネス ― 

１００人のプロが選んだソフトウェア開発の名著 デブサミ運営事務局∥編集 翔泳社 PC 007 

正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方〔増補版〕 就活フォーラム２１∥著 自由国民社 BU 366 
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（タイトル） （出演等） （発売元） （分類） 

― ＤＶＤ ― (一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！) 

シュレック フォーエバー MIKE MITCHELL∥監督 パラマウントジャパン DV 0 

塔の上のラプンツェル ﾈｲｻﾝ･ｸﾞﾚﾉ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 0 

機動戦士ガンダム 〔１～３〕 富野 由悠季∥総監督 バンダイビジュアル DV 0 

仮面ライダーディケイド 金田 治∥監督 東映ビデオ DV 1 

剣客商売 ＳＰＥＣＩＡＬ 助太刀 井上 昭∥監督 松竹株式会社映像商品部 DV 1 

悪人 李 相日∥監督 アミューズソフト DV 1 

高校デビュー 英 勉∥監督 アスミック DV 1 

パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 ﾛﾌﾞ･ﾏｰｼｬﾙ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 2 

ハリー・ポッターと死の秘宝 〔ＰＡＲＴ１・２〕 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｲｪｰﾂ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

食べて祈って恋をして ﾗｲｱﾝ･ﾏｰﾌｨｰ∥監督 脚本 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント DV 2 

歌劇《トゥーランドット》 ｼﾞｬｺﾓ･ﾌﾟｯﾁｰﾆ∥作曲 日本コロムビア DV 4 

綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブビデオ 綾小路 きみまろ∥出演 テイチクエンタテインメント DV 5 

― ＣＤ ― (一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！) 

ジャズ・フォー・ジャパン ｽﾃｨｰｳﾞ･ｶﾞｯﾄﾞ∥〔ほか〕演奏 ビデオアーツ・ミュージック CD 2 

ザ・リミックス ﾚﾃﾞｨｰ･ｶﾞｶﾞ∥歌 ユニバーサルミュージック CD 3 

ＣＯＳＭＯＮＡＵＴ BUMP OF CHICKEN∥演奏 ＴＯＹ’Ｓ  ＦＡＣＴＯＲＹ（製作） CD 3 

ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ KARA∥歌 ＤＳＰ  Ｍｅｄｉａ． CD 3 

ここにいたこと AKB48∥歌 ＫＩＮＧ  ＲＥＣＯＲＤＳ CD 3 

マイロ・ザイロト〈ＭＸ〉 ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｲ∥演奏 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 3 

21 ｱﾃﾞﾙ∥歌 ＨＯＳＴＥＳＳ CD 3 

ラブ・ソングス ｼｪﾈﾙ∥歌 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 3 

時をかける少女 〔１～３〕 筒井康隆∥著 ことのは出版 CD 7 

枝雀十八番 〔１～９〕 桂 枝雀∥口演 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 7 

～今月の予約ランキング～ 

１ 玉村警部補の災難       海堂尊 

２ 花酔ひ           村山由佳 

３ 震える牛          相場英雄 

４ 麒麟の翼          東野圭吾 

５ マスカレード・ホテル    東野圭吾 

５ 歪笑小説          東野圭吾 

５ 堺・岸和田・泉佐野 

とっても上等なランチ 

８ 共喰い           田中慎弥 

８ 少女            湊かなえ 

10 真夜中のパン屋さん２    大沼紀子 

10 紙の月           角田光代 

図書館員のオススメ本 

「万能鑑定士 Q の事件簿」（シリーズ全１２巻） 

松岡 圭祐∥著 角川書店 

 

あらゆるものを鑑定することができる万能の

観察眼を持つ凜田莉子が、難事件に挑むシリー

ズ。高校時代落ちこぼれだった彼女が、バイト

先で出会ったオーナーの指導を受け、幅広い知

識と論理的思考を身に着け事件に挑みます。事

件解決に至るまでのプロセスはまさに平成のシ

ャーロックホームズ。読んでいて飽きません。

おすすめです！ 
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エディアン 



 

子どもの本の新着図書 

電撃文庫『エスケヱプ・スピヰド』 

九岡 望//著  吟//イラスト 

アスキー・メディアワークス 刊 

昭和 101 年夏。暴走した戦闘兵器に襲われた叶葉は、棺で眠る不思議な少年に出会う。

命令無しに動けないという少年に、叶葉は自分を助けるよう頼む。それは、叶葉と少

年が「主従の契約」を結んだ瞬間だった…。 

 

『いつまでも ずっと』 

アン・ストット//ぶん マット・フェラン//え のざか えつこ//やく 

岩崎書店  

あなたがあかちゃんだったとき、お母さんが全部やってあげたの。だけど、

今は、なんでも自分で出来る…。ひとり歩きをはじめた子どもの成長をやさ

しいまなざしで見守る母の思いと、永遠に変わらない親子の愛情を描く。 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

おむすびころりん 令丈  ヒロ子∥文 講談社 えほん 

ジャッキーのゆめ あだち  なみ∥絵 ブロンズ新社 えほん 

としょかんねこデューイ ヴィッキー  マイロン∥文 文化学園文化出版局 えほん 

もうどう犬リーとわんぱく犬サン 郡司 ななえ∥さく ＰＨＰ研究所 えほん 

マグノリアおじさん クエンティン  ブレイク∥作  絵 好学社 えほん 

よっつめの約束 高野 優∥著 主婦の友社 えほん 

ドキドキこわ～い都市伝説 藤田 晋一∥編 ＰＨＰ研究所 K 049 

都道府県を語呂あわせでおぼえよう 〔３〕 ながた  みかこ∥文 汐文社 K 291 

親子で楽しむユニットおりがみ 新宮  文明∥著 日本文芸社 K 754 

名探偵コナン推理ファイル音楽の謎 青山 剛昌∥原作 小学館 K 760 

うわさのとんでも魔女商会 あんびる やすこ∥著 岩崎書店 K 913 

あけちゃダメ！ 小川  英子∥作 新日本出版社 K 913 

よいこになれる！？おばけキャンディー むらい  かよ∥著 ポプラ社 K 913 

公平、いっぱつ逆転！ 福田 隆浩∥作 偕成社 K 913 

月までサイクリング ティモ  パルヴェラ∥作 文研出版 K 993 

バーティミアス ソロモンの指輪 〔２〕 ジョナサン ストラウド∥作 理論社 K 933 

砂漠の薔薇と海の星 〔７〕 あすか∥著 エンターブレイン KM 913 

こちら妖怪新聞社！ 〔９〕 藤木  稟∥作 講談社 KS 913 

グリフィンとお茶を 荻原  規子∥著 徳間書店 Y 902 

ここはボツコニアン 宮部  みゆき∥著 集英社 Y 913 
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雲一つない青空に、一面広がるピンクの桜。この

季節だけ見ることができる、美しい景色ですよね。

そんな春の名物とも言える桜ですが、「サクラ」と

いう花が無いということはご存知ですか？実はサ

クラというのはバラ科サクラ属の総称で、私たちが

よくサクラと言っている代表的なものはソメイヨ

シノという名前なんです。 

では、なぜサクラと呼ばれるのでしょうか？それ

は、「咲く(さく)」という言葉の後ろに、複数を表す

「ら」が付いて「サクラ」となったと言われていま

す。また、此花咲耶姫(このはなさくやひめ)という

神さまからきている、という説もあります。 

因みに、漢字の「桜」は元々桜桃(さくらんぼ)の

ことで、赤ちゃんの唇のような丸い実がなる木とい

う意味だそうですよ。 

 
参考：『語源辞典植物編』(東京堂出版) 

   『動植物の漢字がわかる本』(山海堂) 
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【０類：総記(そうき)】 

先月号から始まった分類紹介！まずは、０類からです。 

０類とは、その名の通り分類記号の頭に「０」がつくのが目

印。この０類は「総記」といって、図書館についてのことや

読書のこと、百科事典や図鑑などが分類されています。 

また、パソコンの本も一部ここに置いています。 

調べものをするにはまずここ！と言ってもいいくらいの本が 

沢山集まっていますので、是非一度見てみてくださいね♪ 

 

Happy Birthday!! 

はやみねかおる(4 月 16 日) 

昭和 39年 4月 16日生まれ。三重県出身の児童文学作家。 

小学校教師をする傍ら執筆した『怪盗道化師(ピエロ)』

が講談社児童文学新人賞に入選し、作家デビュー。現在

は専業作家として多くの人気作品を執筆。主な著書に

『都会のトムソーヤ』『そして５人がいなくなる』『名探

偵夢水清志郎事件ノート』などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

今月のお知らせ 
 

アンケートにご協力いただき、 

ありがとうございました！ 

この度は和泉・シティプラザ図書館で行ってい

ましたアンケートにご協力頂き、ありがとうご

ざいました。頂きましたご回答は、今後の管理

運営に生かしていきたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

●4/23～5/12 はこどもの読書週間です● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の４月生まれの作家さん(敬称略) 

きむらゆういち(14 日)・荻原規子(22 日) 

有栖川有栖(26 日)・原ゆたか(28 日) 

               など。 
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～サクラの由来～ 

教えて！図書館コーナー！ 

 

こどもたちにもっと本を！との願いか

ら、1959 年（昭和 34 年）にはじまり、

なんと今年で 54 回目を迎えます。 

今年の標語は「君と未来をつなぐ本」 

図書館でも連動して本の 

紹介などを行う予定です。 

この機会に新たな本と 

出会ってみませんか？ 

● ● 

 



 

平成２４年度４月自動車文庫巡回予定表 

巡回駐車場名(コース順) 曜日 巡回時間（午後） ４月 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
 3  24 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ 4  25     

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
11 

鶴山台南小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

光明台二丁目（光明台３号公園内）  
木 

１：３０ ～ ３：００ 
12 

南池田小学校   ３：３０ ～ ４：３０ 

鶴山台三丁目（サービスセンター駐車場内） 
火 

１：３０ ～ ３：００ 
     17 

信太小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

伏屋町三丁目（伏屋町会館前）  
水 

１：３０ ～ ３：００ 
18 

光明台北小学校 ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０     19 

 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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