
 

すくすくタイムテスト実施中です！ 
日時：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７月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館 7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 31 

★ 

    

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 集会室１・２ 

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 

こどものための映画会・なつやすみこども映画会 (プ)午後 2 時～ 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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July 

和泉郷土 
学習会② 
(和)ｐ２へ 

にじのとしょかん 

休館日 
南部ＲＣ 
図書室休館日 

こどもの 

ための映画

 

なつやすみ 

こども映画会 



 

みんなで歴史を語って聞いて 

楽しみましょう！ 

７月 20日(金)午前 10時～正午まで 

ゆう・ゆうプラザ(人権文化センター) 

３階 会議室にて開催します！ 

詳しくはにじのとしょかんまで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私達の郷土、もっと知ってみませんか？ 
第２回和泉市郷土学習会 

「府中遺跡について」 

日時：平成 24年 7月 31日(火)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 

講師に白石耕治（しらいし こうじ）さんをお招き

し、「府中遺跡」について講演していただきます。 

前回、６月の学習会に参加されていない方でもお聞

き頂けますので、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。 

今月の映画会！ 
『オーシャンと１１人の仲間(字幕)』 

(和泉図書館) 

『キクちゃんとオオカミ』(１４日) 

『ユニコ』(２４日) 

(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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１日限りの本のリサイクル市を開催します！ 

日時：７月２１日(土)10:00～17:00 

場所：南部リージョンセンター図書室 

お一人様１０冊まで(なくなり次第終了) 

当日は袋持参でお願いします。 

点字にチャレンジ！ 

～点字で自分の名刺を作ってみよう～ 

日時：８月１日(水)10:00～15:00 

    (途中１時間休憩があります) 

場所：和泉図書館ミーティングルーム 

詳しくは和泉図書館まで。 

お祭り・黒い本 

童話(前半：西洋、後半：東洋) 

水遊び 

カズコ・Ｇ・ストーン 

夏休みにつかえる！本 

… 和泉図書館 

… シティプラザ図書館 

… にじのとしょかん 

 

… 南部ＲＣ図書室 

 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

東大教師が新入生にすすめる本 東京大学出版会『ＵＰ』編集部∥編 東京大学出版会 019 

お宝発掘！ナンシー関 ナンシー関∥著 世界文化社 049 

哲学塾授業 中島  義道∥著 講談社 133 

年収１億円人生計画 江上 治∥著 経済界 159 

「つぶやく」時代にあえて「叫ぶ」 齋藤 孝∥著 集英社 159 

荒ぶるスサノヲ、七変化 斎藤  英喜∥著 吉川弘文館 172 

『「見えてる人」になるたった 1 つの法則 』 

セス・ゴーディン著，佐藤 可士和監訳，阿部川 久広訳 

実業之日本社  

行動を起こすことの大切さ、そうすることで何が変わるのかを、ビジネスをはじめとす

るさまざまなエピソードを用いて紹介。主体的に意識を転換することで生活やビジネス

の問題を解決し、より充実した人生を歩む方法を説く。 

― 歴史・地理 ― 

平安京の災害史 北村  優季∥著 吉川弘文館 210.3 

これならわかる台湾の歴史Ｑ＆Ａ 三橋 広夫∥著 大月書店 222 

レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢  健志∥監修 山川出版社 281 

ＬＤは僕のＩＤ 南雲 明彦∥著 中央法規出版 289 

両親に贈りたい旅 Ａ－Ｗｏｒｋｓ∥編集 Ａ－Ｗｏｒｋｓ 290 

山と山小屋 小林 百合子∥文 平凡社 291 

ユーラシア大陸横断自転車２万キロの旅 加藤 功甫∥共著 枻出版社 292 

『ヴェネツィア物語』 

塩野 七生∥著 宮下 規久朗∥著 

新潮社 

水上の迷宮ヴェネツィアに、歴史・美術・建築からアプローチ。かつてヴェネツィアが

築きあげた国家と芸術家との“幸福なる関係”を解き明かす。さらに、中世からルネサン

スを経てバロック期に至る豊饒な美の遺産を案内。 

― 社会科学 ― 

パリ・フランスを知るための４４章 梅本 洋一∥編著 明石書店 302.3 

プロファイラー パット ブラウン∥著 講談社 326 

日本脱出 午堂  登紀雄∥著 あさ出版 338 

関西人の「あるある」図鑑 関西ルール研究会∥著 ＰＨＰ研究所 361 

クイズとゴロで覚える世界の国名と位置 矢島 舜孳∥著 古今書院 375 

ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ 佐々木 正美∥著 主婦の友社 379.9 

秘密基地の作り方 尾方 孝弘∥著 飛鳥新社 384 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 7 月号 
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― 自然科学 ― 

冥王星を殺したのは私です マイク ブラウン∥著 飛鳥新社 445 

顕微鏡で見るミクロの世界 山村  紳一郎∥著 誠文堂新光社 460 

原寸大見分ける低山の花１００ 新井 和也∥著 山と溪谷社 470 

鉄分とれれば元気できれいに！ 今泉 久美∥著 文化学園文化出版局 493.1 

いのちに寄り添って 朝居  朋子∥著 毎日新聞社 494 

権力の病理 ポール  ファーマー∥著 みすず書房 498 

塩麹・麹納豆・酒粕でやせる！免疫アップ！  マキノ出版 498.5 

『ミツカン社員のお酢レシピ』 

ミツカン監修 

幻冬舎 

CM で人気のさっぱりトンテキ、お酢の王道・マリネや酢の物、野菜なんでもピクルス、

辛みのきいたスープ、甘いデザート…。ミツカンのメニュー開発チームによる自信のお

酢料理 92 品を紹介する。 

― 技術 ― 

俺たちに不可能はない！ ドリームファクトリー研究会∥編 中経出版 510 

東京スカイツリー ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 526      

災害とロボット 井上  猛雄∥著 オーム社 548 

着る？  マガジンハウス 589 

― 手芸・料理 ― 

モールで作る小さなどうぶつ 国本 雅之∥著 河出書房新社 594 

捨てないキッチン 島本  美由紀∥著 ハローケイエンターテインメント 596 

『山下清の放浪地図』 

山下 浩監修 

平凡社 

“日本のゴッホ”と謳われ一大ブームとなった天才画家・山下清の作品を、放浪ルートを

辿る地図とともに紹介する。家族が語る山下清、西加奈子・池内紀・都築響一によるエ

ッセイなども収録。 

― 産業 ― 

緑のカーテンのつくり方  学研パブリッシング 629 

グレとモリの日記 雅姫∥著 扶桑社 645 

日本の水産業は復活できる！ 片野 歩∥著 日本経済新聞出版社 662 

消えた駅舎消える駅舎 松尾  定行∥著 東京堂出版 686 

― 芸術・スポーツ ― 

〈少女マンガ〉ワンダーランド 菅 聡子∥編 明治書院 726 

料理・スイーツの撮り方きほんＢＯＯＫ 南都 礼子∥作 マイナビ 743 

革で作るミニチュア小物  河出書房新社 755 

妖怪手品の時代 横山  泰子∥著 青弓社 779 

スポーツの世界地図 Ａｌａｎ Ｔｏｍｌｉｎｓｏｎ∥著 丸善出版 780 
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― 言語・文学 ― 

いますぐ使いたい人のための式辞・挨拶の教科書 土屋書店編集部∥編 滋慶出版／土屋書店 809 

漢検・漢字ファンのための同訓異字辞典 浅田  秀子∥著 東京堂出版 811 

熟成する物語たち 鴻巣  友季子∥著 新潮社 904 

まんかいのさくらがみれてうれしいな 黛  まどか∥編 バジリコ 911.3 

『ダンス・ウィズ・ドラゴン』 

村山 由佳著 

幻冬舎  

井の頭公園の奥深くひそむ、夜にしか開かない図書館。「龍」を祀る旧家に育った血のつ

ながらない兄妹は、消し去れない想いを抱き合い、記憶と今を結ぶため故郷を訪れる。

『GINGER L.』掲載を単行本化。 

『漏洩』 

笹本 稜平著 

光文社 

警視庁捜査二課の沢井は、仕手戦に絡んだインサイダー取引疑惑を捜査していた。しか

し、突然上司が更迭され、捜査も打ち切られてしまう。事件を隠蔽しようとしているの

は誰なのか? 『小説宝石』連載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

とうへんぼくで、ばかったれ 朝倉 かすみ∥著 新潮社 913.6 

夜の国のクーパー 伊坂  幸太郎∥著 東京創元社 913.6 

夜をぶっとばせ 井上 荒野∥著 朝日新聞出版 913.6 

勝ち逃げの女王 垣根  涼介∥著 新潮社 913.6 

岳飛伝 １ 北方 謙三∥著 集英社 913.6 

笑う娘道成寺 鯨 統一郎∥著 光文社 913.6 

バイバイ・フォギーデイ 熊谷  達也∥著 講談社 913.6 

鍵のない夢を見る 辻村  深月∥著 文藝春秋 913.6 

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 １８ 西村 京太郎∥著 徳間書店 913.6 

読めない遺言書 深山 亮∥著 双葉社 913.6 

実験的経験 森 博嗣∥著 講談社 913.6 

信長死すべし 山本  兼一∥著 角川書店 913.6 

日本銀行を創った男 渡辺  房男∥著 文藝春秋 913.6 

働きたくない者は、食べてはならない 曽野 綾子∥著 ワック 914.6 

チャイとミーミー 谷村  志穂∥著 河出書房新社 914.6 

傷のあるリンゴ 外山 滋比古∥著 東京書籍 914.6 

母がしんどい 田房 永子∥著 新人物往来社 916 

はじめての宋詩 佐藤 保∥著 明治書院 921 

エラリー・クイーンの災難 エドワード Ｄ．ホック∥ほか著 論創社 933 

天国のママから届いた最後の贈り物 マリー ロール ピカ∥著 講談社 956 

プラハ冗談党レポート ヤロスラフ ハシェク∥著 トランスビュー 989 
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～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 舟を編む          三浦しをん 

３ 三匹のおっさん ふたたび  有川浩 

４ 置かれた場所で咲きなさい  渡辺和子 

５ 贖罪            湊かなえ 

６ サファイア         湊かなえ 

７ ペトロ           今野敏 

８ ダンス・ウィズ・ドラゴン  村山由佳 

８ 夜の国のクーパー      伊坂幸太郎 

８ ココロ屋          梨屋アリエ 

― ビジネス・ＰＣ － 

アルゴリズムを学ぼう 川中 真耶∥共著 アスキー・メディアワークス PC 007 

動画サーバーマニアックス 橋本 和則∥著 翔泳社 PC 547 

絵でわかるスーパーコンピュータ 姫野 龍太郎∥著 講談社 PC 548 

わかるｉＰａｄ  ＣＯＭＰＬＥＴＥ  ＧＵＩＤＥ 小原  裕太∥執筆 学研パブリッシング PC 548 

３５歳から出世する人、しない人 佐藤 文男∥〔著〕 クロスメディア・パブリッシング BU 159.4 

６Ｗ３Ｈで読み解く決算書入門 南  俊基∥著 日本経済新聞出版社 BU 336.8 

ケタ違いに売る人の５７の流儀 森 令子∥著 ＰＨＰ研究所 BU 673 

ソーシャルメディアＲＯＩ オリビエ  ブランチャード∥著 ピアソン桐原 BU 675 

― 文庫・新書 ― 

私の少年時代 澁澤 龍彦∥著 河出書房新社 M 910.2 

召し捕ったり！ 井川 香四郎∥著 学研パブリッシング M 913.6 

嶽神 〔上・下〕 長谷川  卓∥著 講談社 M 913.6 

ダブル・イニシャル 新津 きよみ∥著 角川書店 M 913.6   

アンサンブル サラ パレツキー∥著 早川書房 M 933 

論語入門 井波 律子∥著 岩波書店 S 123 

知れば知るほど面白い朝鮮国王宿命の系譜 康 煕奉∥著 実業之日本社 S 221 

円のゆくえを問いなおす 片岡 剛士∥著 筑摩書房 S 338 

“健康常識”はウソだらけ 奥村 康∥著 ワック S 498.3 

２１世紀の落語入門 小谷野 敦∥著 幻冬舎 S 779 
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図書館員のオススメ本 
『つづきの図書館』      講談社 

柏葉幸子∥作 山本容子∥絵 

主人公は 40 代の桃さんという司書です。桃さん

と「裸の王様」の王様などのキャラクター達と、か

つて自分達を図書館で手に取って読んでくれた子

供達のその後を、確かめにゆくお話です。ふとし

た時に昔読んだお話や、主人公の事を思い出し、

「あの時のお話はこんな意味だったのか」とか、 

「あのキャラクターだったらどうするかな」という

ことを考えます。もしかしたら、今まで読んだお

話は自分の側にいて、自分と一緒に成長したり、

変化しているのかもしれません。児童向けの本で

すが大人が読んでも楽しめるお話です。 

子どもむけの新着図書案内は、「いずみしとしょかんだより」に引越ししました。 

子どもむけの新着図書を知りたい方はそちらをご覧ください。 



 

 

 
 

七夕は五節句の１つで、元々は６日の夜に神様を

迎えるお祭りをし、７日の朝に水浴びをしてけがれ

を持ちさってもらうという、お盆前の禊払い(みそぎ

ばらい)の意味合いをもった行事でした。 

現在主流となっている、笹飾りの短冊に願いごと

を書くのは、書道と裁縫の上達を願う「乞巧奠(きっ

こうでん)」という中国のが由来とされています。こ

の二つが混ざって習い事の上達や目に見えないこ

と、神様に力をかしてもらいたいことなどを書いて

お星さまに祈るお祭りとなりました。 

ちなみに地域によっては、みたらしだんごをお供え

するところもあるそうなので、今年の七夕はご家族

でいかがですか？ 
参考 

『親子で楽しむ 365 日暮らしの行事』(大泉書店)   
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【３類：社会科学(しゃかいかがく)】 

今月の分類紹介は「社会科学」の３類です。 

社会科学とは、くらしのことや政治のこと、教育や法律 

などなど、とても広いジャンルの本が集まっています。 

以前に紹介した０類や１類・２類よりも私たちの社会や 

生活に身近な内容がある分野となっていますので、 

このような内容について知りたい・調べたいことがある 

方はぜひ足を運んでみてくださいね♪ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

Happy Birthday!! 

ビアトリクス・ポター(7 月 28 日) 

1866年、イギリス・ロンドン出身の絵本 

作家。友人の子どもが病床についている際に送った手紙

に書いた物語をアレンジした、『ピーターラビットのおは

なし』で絵本作家としてデビュー。現在にまで語り継が

れる名作の数々を生み出している。ちなみに、ピーター

ラビットシリーズに出てくる動物はのほとんどは、彼女

が幼少時代に飼っていたペットの名前なんだそう。 

参考：『海外の絵本作家たち 平凡社』 

今月のお知らせ 
 

●夏休み行事開催！● 

和泉市立図書館では、以下の日程で 

夏休み特別行事を行います！ 

８月１２日 夏休み工作教室(プラザ) 

でんでんだいこ・でんでんむし ほか 

８月２１日 夏休み工作教室(和泉) 

うちわ・紙皿カスタネット・ジャンプかえる 

８月２６日 夏休み科学実験(和泉) 

空気砲・念力コロコロ・水に書いたメッセージ 

詳しくは和泉市立図書館ＨＰをご覧ください 

●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

した！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。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) 

塩野七生(7 日)・和久峻三(10 日) 

よしもとばなな(24 日)・柳田國男(28 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度７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） 7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。 
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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。 


