
 

すくすくタイムテスト実施中です！ 
日時：６月 1 日(金)、１5 日(金)、２２日(金)、２９日(金) 

   ７月６日（金）、20 日（金）、27（金） 

午前１０時～正午まで      

場所：和泉図書館          

上記の時間、親子のための図書館開放を実施します。普段、赤ちゃん

の泣き声を気にして利用できなかった育児中の方は、ぜひぜひこの機会

にご利用ください！(なお、時間内に利用されます皆さまには、赤ちゃん

の泣き声や話し声に対し、ご理解・ご協力をお願いいたします) 

 
 

 

２０１２年６月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館６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)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 

映画会 (和)午後１時半～ 集会室１・２ 

みんなでシネマ (プ)午後１時半～ 地下１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 

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 
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June 

郷土学習会 

(和)ｐ２へ 



 

シティプラザ図書館 

ミニ展示のお知らせ 

6/1～6/14  「探偵」 

6/16～6/30 「怪盗」 

文庫横展示コーナーにて。 

この機会にぜひどうぞ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私達の郷土、もっと知ってみませんか？ 
和泉郷土学習会① 

「和泉市の歴史と伝説」 

日時：平成 24年 6月 11 日(月)午後２時～３時半 

場所：和泉図書館集会室１・２(約６０名収容) 

参加申込不要 １５分前開場 

講師に灰掛薫(はいかけ かおる)さんをお招きし、

「和泉市の歴史と伝説」について講演していただき

ます。和泉市に興味がある方はもちろん、歴史や伝

説の話がお好きな方もお気軽にご参加ください。 

※和泉図書館で行っている駐車料金の無料手続きは、

入庫から１時間です。ご注意ください。 

図書館では、毎月色々なテーマで本を展示しています。 

梅雨の季節だからこそ、お家でゆったり読書を楽しんでみませんか？ 

今月の映画会！ 
『ファインディング・ニモ』(和泉図書館) 

『特攻野郎 A チーム THE MOVIE』 

(シティプラザ図書館) 

 
どちらも入場無料＆申し込み不要です。 

図書館で映画を楽しんでみませんか？ 

ご来場、お待ちしております！ 

行事のお知らせ 
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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 ― 

学校司書たちの開拓記 五十嵐  絹子∥編著 国土社 017 

街場の読書論 内田 樹∥著 太田出版 019 

厄除開運人生 辛酸 なめ子∥著 祥伝社 147 

１２星座相性★虎の巻 まーさ∥著 実業之日本社 148 

大人の勉強のやってはいけない！ 佐藤 孝幸∥著 クロスメディア・パブリッシング 159 

子育て☆夢育て処方箋 菅原  亜樹子∥著 明治書院 159.7 

『被災地の博物館に聞く 東日本大震災と歴史・文化資料』 

国立歴史民俗博物館//編 

吉川弘文館 

東日本大震災で大きな被害を受けた地域の歴史・文化資料。それらをいかにレスキューし、

保全するのか。現場の博物館職員たちが多数の図版を交え、現状をレポート。資料の保護

に備えるネットワーク構築を呼びかける。 

― 歴史・地理 ― 

井沢元彦の学校では教えてくれない日本史の授業(2) 井沢 元彦∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 210 

古代人なるほど謎解き一〇〇話 瀧音  能之∥編 東京堂出版 210.3 

兵隊先生 松本  仁一∥著 新潮社 219 

毛沢東大躍進秘録 楊 継縄∥著 文藝春秋 222 

天皇・皇后両陛下心に残る珠玉の御言葉 松崎  敏彌∥著 日本文芸社 288 

全国ご利益登山ガイド  世界文化社 291 

関西親子で楽しむ！社会科見学とっておきスポット ＴＲＹあんぐる∥著 メイツ出版 291 

『私たちは“99%”だ ドキュメントウォール街を占拠せよ』 

『オキュパイ!ガゼット』編集部//編 

岩波書店 

「ウォール街を占拠せよ」を合言葉に始まった貧困・格差の是正を求める運動。スラヴォ

イ・ジジェクらによる発言・エッセイと、占拠開始から強制排除までの全米各地の運動経

過により、「占拠」運動の始まりの 2 か月を活写する。 

― 社会科学 ― 

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上  彰∥監修 講談社 310 

チャイナ・ナイン 遠藤 誉∥著 朝日新聞出版 312 

「安南王国」の夢 牧 久∥著 ウェッジ 319 

図解による民法のしくみ 改訂６版 神田  将∥著 自由国民社 324 

ひたすら読むエコノミクス 伊藤 秀史∥著 有斐閣 331 

働くための社会制度 橘木  俊詔∥編 東京大学出版会 366 

「言い聞かせる」をやめればしつけはうまくいく！ トーマス  Ｗ．フェラン∥著 阪急コミュニケーションズ 379.9 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 6 月号 
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― 自然科学 ― 

銀の空想科学読本 柳田  理科雄∥著 メディアファクトリー 404 

文系でもわかる統計分析 須藤  康介∥著 朝日新聞出版 417   

温泉手帳 松田 忠徳∥著 東京書籍 453 

イマドキの野生動物 宮崎  学∥著 農山漁村文化協会 482 

あきらめない！アレルギー治療 渡辺 隆文∥著 ＮＨＫ出版 493.1 

タニタとつくる美人の習慣 タニタ∥著 講談社 498.5 

『女子栄養大学の 500kcal 定番ごはん』 

松田 早苗//著 豊満 美峰子//著 

女子栄養大学出版部  

女子栄養大学の四群点数法を基にして、栄養バランスのとれたおいしい 500kcal ごはんを

紹介。ロベール風煮込み、サワラの幽庵焼き、麻婆豆腐、親子どんぶりなど、1 か月毎日

使える 31 献立を掲載する。 

― 技術 ― 

水と人類の１万年史 ブライアン  フェイガン∥著 河出書房新社 517 

ニッポンのタワー 豊科  穂∥監修 朝日新聞出版 523 

騙されたあなたにも責任がある 小出 裕章∥著 幻冬舎 543 

― 手芸・料理 ― 

６０分で縫えるおしゃれ服 佐藤 貴美枝∥著 主婦と生活社 593 

奥薗壽子の超かんたん！〈極うま〉減塩レッスン 奥薗 壽子∥著 ＰＨＰ研究所 596 

『サファイア』 

湊 かなえ//著 

角川春樹事務所  

あなたに返し忘れたもの。それは…。ダイヤモンド、真珠、ルビー、サファイアなど、7

つの宝石に込められた女性たちの心の深淵を描く。『ランティエ』連載を単行本化。 

 

― 産業 ― 

いますぐ使える家庭菜園・農園道具の便利帳 原  由紀子∥著 大泉書店 626 

おいで、一緒に行こう 森 絵都∥著 文藝春秋 645 

世界鉄道史 クリスティアン  ウォルマー∥著 河出書房新社 686 

― 芸術・スポーツ ― 

ドラえもんのことば 横山 泰行∥著 幻冬舎 726 

「手仕事」で夢をかなえる女性たち 塩沢  槙∥写真  文 淡交社 750 

マエストロ、そこまで話していいんですか！？ 飯森  範親∥著 ヤマハミュージックメディア 764   

大人の体幹トレーニング 本橋 恵美∥著 永岡書店 780 

― 言語・文学 ― 

つい英語で話したくなるほどの〈ゼロからはじめる〉英会話 中澤  正剛∥著 明日香出版社 837 

Ｅメールのドイツ語 トーマス  シュタール∥著 白水社 846 

小説的思考のススメ 阿部  公彦∥著 東京大学出版会 910.2 
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― 小説・エッセー ― 

しあわせなミステリー 伊坂 幸太郎∥著 宝島社 913.6 

ぼくたちのアリウープ 五十嵐  貴久∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

コンカツ？ 石田  衣良∥著 文藝春秋 913.6 

語りつづけろ、届くまで 大沢 在昌∥著 講談社 913.6 

あした 北原  亞以子∥著 新潮社 913.6 

ペトロ 今野  敏∥著 中央公論新社 913.6 

狐媚記 澁澤  龍彦∥著 平凡社 913.6 

新月譚 貫井  徳郎∥著 文藝春秋 913.6 

千年ジュリエット 初野  晴∥著 角川書店 913.6 

和解せず 藤田 宜永∥著 光文社 913.6 

パンとスープとネコ日和 群  ようこ∥著 角川春樹事務所 913.6 

棟居刑事の見知らぬ旅人 森村  誠一∥著 双葉社 913.6 

異性 角田 光代∥著 河出書房新社 914.6 

魚は海の中で眠れるが鳥は空の中では眠れない 保坂  和志∥著 筑摩書房 914.6 

ゆめみるハワイ よしもと ばなな∥著 世界文化社 915.6 

全盲の僕が弁護士になった理由（ワケ） 大胡田  誠∥著 日経ＢＰ社 916 

灰色の季節をこえて ジェラルディン ブルックス∥著 武田ランダムハウスジャパン 933 

リスボンへの夜行列車 パスカル  メルシエ∥著 早川書房 943 

新生 ダンテ∥著 河出書房新社 971 

― ビジネス・パソコン ― 

つながりすぎた世界 ウィリアム Ｈ．ダビドウ∥著 ダイヤモンド社 PC 007 

絶対解決ｉＰｈｏｎｅで困った！ Ｓｔｕｄｉｏノマド∥著 秀和システム PC 694 

私、社長ではなくなりました。 安田 佳生∥著 プレジデント社 BU 336 

いますぐ身につけられるビジネスマナー 山﨑  武也∥著 ＰＨＰ研究所 BU 336.4 

～今月の予約ランキング～ 

１ ナミヤ雑貨店の奇蹟     東野圭吾 

２ 三匹のおっさん ふたたび  有川浩 

３ 舟を編む          三浦しをん 

４ サファイア         湊かなえ 

５ 母の遺産          水村美苗 

６ 新月譚           貫井徳郎 

７ 三匹のおっさん〔１〕    有川浩 

８ 大往生したけりゃ 

医療とかかわるな 

８ 夏天の虹          高田郁 

８ しあわせなミステリー    伊坂幸太郎 

図書館員のオススメ本 
 

『まさかジープで来るとは』    幻冬舎 
せきしろ∥著 又吉 直樹∥著 

 妄想作家せきしろと、お笑い芸人ピースの

ひとり、又吉直樹による「自由律俳句集」。 

「自由律俳句集」とは五七五にとらわれない

俳句の事。 

思わず笑ってしまうあるあるネタやどこか

悲しいシュールなものまで、日常のふとした

風景を二人の独自の感性と視点で切り取って

います。思い通りにいかないからこそおもし

ろい、人生のつまった１冊です。 
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子どもの本の新着図書 

『わんぱくだんのどろんこおうこく』 

ゆきの ゆみこ//作 上野 与志//作 末崎 茂樹//絵 

ひさかたチャイルド 

なかよし 3 人ぐみ「わんぱくだん」の、けん、ひろし、くみは、公園の水たまり

に落ちて泥だらけ。そこへ、いきなり現れた泥人形。「捕まった王様とお妃さまを

助けに行こう」と言うのですが…。わんぱくだんシリーズ第 17 弾。 

 

『桜守のはなし』 

佐野  藤右衛門//作 

講談社 

桜は手いれではなく、「守り」をして継いでやらな絶えてしまう木なんです。 

京都の植藤造園の十六代目・佐野藤右衛門が、「桜守」の 1 年間の仕事を通じて、い

のちをつなぐとはどういったことかを伝える。 

 

新着図書一覧（こどものほん） 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

おやすみウィッツィー スージー スパッフォード∥え ＢＬ出版 えほん 

にんじゃべんとう 木坂 涼∥文 教育画劇 えほん 

おたんじょうびね、ムーミントロール トーベ  ヤンソン∥原作  絵 徳間書店 えほん 

ことばがくちからでちゃったら ひなた あおい∥さく タリーズコーヒージャパン えほん 

なぜカツラは大きくなったのか？ キャスリーン クルル∥文 あすなろ書房 えほん 

魔女にとられたハッピーエンド キャロル アン ダフィ∥文 新樹社 えほん 

なぜねこは幸せに見えるの？ 左近司 祥子∥著 講談社 K 104 

あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑 勝倉 崚太∥写真 学研教育出版 K 366 

あげはのへんしん  ひさかたチャイルド K 486 

図解絵本東京スカイツリー モリナガ ヨウ∥作 絵 ポプラ社 K 526 

和楽器事典 森重  行敏∥編著 汐文社 K 768 

女王さまのむらさきの魔法 あんびる やすこ∥作 絵 ポプラ社 K 913 

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 〔４５〕 なすだ  みのる∥作 ひくまの出版 K 913 

はやくはやく 飯野  由希代∥作 文研出版 K 913 

天使たちのカレンダー 〔新装版〕 宮川  ひろ∥作 童心社 K 913 

ロス、きみを送る旅 キース  グレイ∥作 徳間書店 K 933 

動物と話せる少女リリアーネ 〔７〕 タニヤ シュテーブナー∥著 学研教育出版 K 943 

氷結鏡界のエデン 〔９〕 細音  啓∥著 富士見書房 KM 913 

太陽がいっぱい 愛川  さくら∥作 角川書店 KS 913 

特別授業３．１１君たちはどう生きるか あさの  あつこ∥ほか著 河出書房新社 Y 369 

サーティーナイン・クルーズ 〔１０ 後編〕 小浜 杳∥訳 メディアファクトリー Y 933 
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６月４日は虫歯予防デー。この日からの１週間は

歯の健康を見直す「歯の衛生週間」とされています。 

ところで、皆さんはどうして虫歯ができるのか知

っていますか？そう、虫歯菌です。虫歯菌は口の中

に住んでおり、食べたものの残りかすをエサにし、

酸を作り出します。そして、その酸が歯のカルシウ

ムを溶かして虫歯になるのです。 

虫歯を作らない一番の方法はやっぱりハミガ

キ！磨きたいところにしっかり歯ブラシをあて、優

しく丁寧に磨くことが大切だそうです。特に、歯と

歯の間は虫歯菌が潜む隠れ家に絶好の場所。磨きに

くいところではありますが、しっかり磨いてキレイ

な歯を保ちましょう！ 

 
参考 

『１億人のための 366 日使える話のネタ本』(秀和システム)   
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【２類：歴史・地理(れきし・ちり)】 

今月の分類紹介は２類、「歴史・地理」です。 

その名の通り、ここには日本はもちろん、世界の地図や 

地方のこと、昔のこと(歴史)、歴史上の人物についての 

本(伝記)がズラリと並んでいます。調べ学習に 

ピッタリなものからちょっとした雑学まで 

よりどりみどり！読めばたちまち世界旅行や 

タイムスリップした気分になれるかも？！ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

Happy Birthday!! 

エリック・カール(6 月 25 日) 

1929年、アメリカ生まれの絵本作家。幼少時にドイツに

移住するがその後アメリカへ戻り、1967年に『くまさん 

くまさん なにみてるの？』で絵本作家デビュー。鮮や

かに彩色された紙を切り貼りするコラージュが特徴的

で、絵本の魔術師と称される。代表的な著書は『はらぺ

こあおむし』『たんじょうびのふしぎなてがみ』など。  

参考：『海外の絵本作家たち 平凡社』 

今月のお知らせ 
 

●集会室を利用してみませんか？● 

和泉図書館では会議等でご使用いただける貸部

屋を２部屋ご用意しております。(有料) 

ぜひご利用ください。 

詳しくは和泉図書館のスタッフまで 

お気軽にお尋ねください。 

 

●課題図書について● 

６月１５日（金）より課題図書の貸出が始まりま

す！課題図書の貸出は、おひとりにつき１冊１週

間、延長もできない本となりますので、お気をつ

けください。１人でも多くの方にご利用していた

だくため、みなさまのご理解・ご協力をお願いし

ます。また、期間中、今年の課題図書は窓口での

み受付(書架には並んでいません)となります。ご

不明な点がありましたらお気軽にスタッフまで

お問い合わせください。 

他の６月生まれの作家さん(敬称略) 

古川薫(5 日)・椎名誠(14 日) 

太宰治(19 日)・佐野洋子(28 日) 

               など。 
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～歯の衛生週間～ 

教えて！図書館コーナー！ 

 

 



 

平成２４年度６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） 6月 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
12      

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ 13     

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
    20 

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 
   21 

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 
 5  26 

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 
 6  27 

光明台北小学校 ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０  7  28 

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。 
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★☆★☆★！！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。 

◆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～金曜日…午前１０時～午後９時 土・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～金曜日…午前１０時～午後９時 土・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～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～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。 


