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和泉図書館・シティプラザ図書館８月の行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ 

 

２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

12 
★ 

(プ) 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 

★ 
(和) 

22 23 24 25 

26 

★ 

(和) 

27 28 29 30 31  

こどもまつり 午後３時～４時  (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 

映画会 (和)午後１時半～ 集会室１・２ 

和泉・シティプラザにて 

雑誌オーナー募集中！  

雑誌オーナー制度が市内図書館２館で始まります！この制度で企業・団体

の方は、１年間の雑誌購入代金を支払っていただく代わりに、雑誌最新号

カバーにお名前と広告を掲載できます。オーナーになれる雑誌には、現在

図書館が所蔵中のもののほか、所蔵していない雑誌もリストにあがってい

ます。雑誌コーナーの充実にぜひご協力ください！ 

募集は８月３１日まで。詳細は館内チラシや HP をご覧ください！ 

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 

にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 
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August 

夏休み 

工作教室 

 にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

 ★(和) 

 点字に 

チャレンジ！ 

夏だ！ 

科学実験 

教室 

夏休み 

工作教室 



 

書庫の日 
いつもは入れない書庫に入って本を借りよう！ 

日時：８月 17日(金)午後２時～２時 30分 

場所： にじのとしょかん 書庫のコーナーにて 

 

申込不要・定員なし・参加無料です 

どなたでもお気軽にご参加ください♪ 

詳しくはにじのとしょかんまで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の映画会！ 
『スティッチ・ザ・ムービー』（４日） 

『クール・ランニング』（５日） 

(和泉図書館) 

 
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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ひんやり☆ 

日本文化,さわやか・涼,冒険 

へび,ふくだいわお 

夏休みにつかえる！本 
 

 

残暑厳しい毎日ですが、読書で気分転換してみませんか？ 

和泉図書館(どちらも集会室１・２にて開催) 

夏だ！科学実験教室(小学生以上対象) 

８月 26 日(日) 13:30～15:30 

空気砲・念力コロコロ・水に書いたメッセージ 

先着 40 人(８月６日 10:00 より受付開始) 

夏休み工作教室(幼児～小学生対象) 

８月 21 日(火)13:00～15:00 

うちわ・紙皿カスタネット・ジャンプかえる 

事前申し込み不要・定員なし 

 

シティプラザ図書館 

夏休み工作教室(小学生以下対象) 

８月 12 日(日)13:30～15:00 地下一階多目的室 

でんでんむし・でんでんだいこ・わりばしロケット 

先着 100 名(当日 12 時から整理券を配布します) 

いずれも参加費は無料です。 

詳しくは、和泉市立図書館 HP や各図書館まで 

お問い合わせください。 

BOOKUNを描こう！コンテスト開催 

ぬりえ部門：幼児～小学生の方 

おえかき部門：どなたでも可 

(ただし、図書館カードをお持ちの方に限ります) 

応 募 期 間：８月１日(水)～９月 16 日(日) 

詳細は和泉図書館内ポスター・チラシ、および 

ホームページをご覧ください。 

みなさんの力作、お待ちしています♪ 

… 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 ― 

文献調査法 〔第五版〕 毛利 和弘∥著 日本図書館協会 015 

日清・日露戦争と写真報道 井上  祐子∥著 吉川弘文館 070 

閃く脳の作り方 川口 淳一郎∥著 飛鳥新社 141 

幸せをよぶ！女の子の名前 〔最新版〕 田口 二州∥著 学研パブリッシング 148 

人生で大切なことは雨が教えてくれた ドミニック ローホー∥著 幻冬舎 159 

道元 角田 泰隆∥監修 平凡社 188 

『秘密のロンドン』 

入江 敦彦∥著 

洋泉社 

見逃し厳禁のストリートアート、旅気分満天の絶品ブランチ、建築マニアも唸るビル観

察ポイント、穴場の博物館巡り、思索に耽る散歩コース…。在英 20 年の達人が、ロンド

ンのリアルカルチャーを徹底紹介。 

― 歴史・地理 ― 

武士という身分 森下  徹∥著 吉川弘文館 217 

知れば知るほどおもしろい琉球王朝のすべて 喜納 大作∥著 河出書房新社 219   

図説英国執事 村上 リコ∥著 河出書房新社 233 

カメラが撮らえた幕末三〇〇藩藩主とお姫様 新人物往来社∥編 新人物往来社 281 

小松帯刀 高村 直助∥著 吉川弘文館 289 

梅田本  京阪神エルマガジン社 291 

神々の宿る日本の絶景 富田 文雄∥写真 パイインターナショナル 291 

『それをお金で買いますか』 

マイケル・サンデル∥著 鬼澤 忍∥訳 

早川書房  

民間会社が戦争を請け負い、臓器が売買され、公共施設の命名権がオークションにかけ

られる現代。あるものが商品に変わるとき、失われる「何か」とは? 生活と密接にかか

わる「市場主義」をめぐる問題に鋭く切りこむ。 

― 社会科学 ― 

検察の罠 森  ゆうこ∥著 日本文芸社 315 

新しい刑務所のかたち 西田 博∥著 小学館集英社プロダクション 326 

本当にわかる為替相場 尾河 眞樹∥著 日本実業出版社 338   

マンション管理の知識 〔平成２４年度版〕 マンション管理センター∥編著 マンション管理センター 365 

ルポ子どもの貧困連鎖 保坂  渉∥著 光文社 369.4 

縁日ゲーム大集合 山本 和子∥著 チャイルド本社 376 

死んだあとのお金の話 中村 麻美∥著 すばる舎 385 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 8 月号 
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― 自然科学 ― 

３Ｄ宇宙大図鑑 縣 秀彦∥監修 東京書籍 440 

わっ！ヘンな虫 西田 賢司∥写真 文 徳間書店 486 

検査と数値を知る事典 〔最新改訂版〕 和田 高士∥著 日本文芸社 492 

「主人在宅ストレス症候群」の解消・予防法 黒川 順夫∥著 かもがわ出版 493 

ポールで歩こう 藤田 隆明∥著 北海道新聞社 493.1 

もしかして乳がん！？ 吉本 賢隆∥著 平凡社 495 

女の子版ねこ背を治す本 小池 義孝∥著 メディアファクトリー 498.3 

『イギリス式 買わない暮らし』 

井形 慶子∥著 

宝島社  

オークションで格安家づくり、台所で作るお手軽コスメ、持ち服が引き立つコサージュ、

野菜が主役のオーガニックのごちそう…。身の丈に合った暮らしを楽しむイギリスの「買

わない暮らし」、衣食住のシンプルライフを紹介する。 

― 技術 ― 

新・東京圏これから伸びる街 増田 悦佐∥著 ＰＨＰ研究所 518 

脱！ペーパードライバー宣言 佐野 義寛∥監修 スタジオタッククリエイティブ 537 

世界の艦船 ＮＯ．７６４（２０１２．８月特大号）  海人社 556 

男の休日着こなしの方程式 森岡  弘∥著 講談社 589 

― 手芸・料理 ― 

美木良介のロングブレスダイエット 美木 良介∥著 徳間書店 595 

野崎洋光のたのしい缶詰レシピ〔魚介類編〕 野崎 洋光∥著 東洋経済新報社 596 

『五代目小さん芸語録』 

柳家 小里ん∥著 石井 徹也∥聞き手 

中央公論新社  

五代目柳家小さんが得意中の得意だった落語 54 席を取り上げ、小さんのもとで長く内弟

子として過ごした著者が、身近で聞いた噺の精髄、話術の要諦を公開する。柳家小三治

によるエッセイも収録。 

― 産業 ― 

盆栽のいろは ユーキャン小品盆栽研究会∥編 ユーキャン学び出版 627 

色鮮やかに押し花づくり 柳川 昌子∥著 ＮＨＫ出版 627 

ゼロ！ 片野 ゆか∥著 集英社 645 

マーケティング思考の可能性 石井 淳蔵∥著 岩波書店 675 

― 芸術・スポーツ ― 

ダース・ヴェイダーとルーク〈４才〉 ジェフリー ブラウン∥作 辰巳出版 726 

カメラをつれて山歩へ行こう！ 矢島  慎一∥著 技術評論社 743 

紙バネ・紙ゼンマイ・輪ゴムでわくわくおもちゃ 近藤 芳弘∥著 ＰＨＰ研究所 754 

子どもと楽しむ山歩き 上田 泰正∥著 山と溪谷社 786 

文豪たちの釣旅 大岡 玲∥著 フライの雑誌社 787   
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― 言語・文学 ― 

５０歳からの音読入門 齋藤 孝∥著 海竜社 809 

Ｅメールの中国語 中西 千香∥著 白水社 826 

世界一わかりやすい中学英語の授業 関  正生∥著 中経出版 830 

吉本隆明の世界 中央公論編集部∥編 中央公論新社 910.2 

『最果てアーケード』  

小川 洋子∥著 

講談社 

天井は低く、奥行きは限られ、ショーウインドーは箱庭ほどのスペースしかない。そこ

は愛するものを失った人々が、想い出を買いにくる店で…。切なくも美しい記憶のかけ

らの物語。『BE・LOVE』連載の同名コミックの原作。 

『ひなこまち』 

畠中 恵∥著 

新潮社 

身体は弱いが知恵に溢れる若だんなの、お悩み相談室!? ズレてはいるけど頼りになる妖

たちもほんとはみんな困っていて…。表題作ほか全 5 編を収録した「しゃばけ」シリーズ

第 11 弾。『小説新潮』連載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

ナンバー 相場 英雄∥著 双葉社 913.6 

烏に単は似合わない 阿部 智里∥著 文藝春秋 913.6 

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤∥著 ダイヤモンド社 913.6 

花のさくら通り 荻原 浩∥著 集英社 913.6 

二重生活 小池 真理子∥著 角川書店 913.6 

その愛の向こう側 小手鞠 るい∥著 徳間書店 913.6 

ジロンド派の興亡 佐藤 賢一∥著 集英社 913.6 

箱庭旅団 朱川 湊人∥著 ＰＨＰ研究所   913.6 

トッカン 〔ｔｈｅ ３ｒｄ〕 高殿 円∥著 早川書房 913.6 

エリートの転身 高杉 良∥著 光文社 913.6 

片桐酒店の副業 徳永 圭∥著 新潮社 913.6 

チマチマ記 長野 まゆみ∥著 講談社 913.6 

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 〔１９〕 西村 京太郎∥著 徳間書店 913.6 

ハチミツ 橋本 紡∥著 新潮社 913.6 

清須会議 三谷 幸喜 幻冬舎 913.6 

壺の町 望月 諒子∥著 光文社 913.6 

だから図書館めぐりはやめられない 内野 安彦∥著 ほおずき書籍 914.6 

銀瓶人語 ＶＯＬ．３ 笑福亭 銀瓶∥著 西日本出版社 914.6 

人生の教科書 なかにし 礼∥著 ワニブックス 914.6 

おやじネコは縞模様 群 ようこ∥著 文藝春秋 914.6 

『ジェーン・エア』の作者って、どんな人？ 中岡 洋∥著 彩流社 930.2 
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～今月の予約ランキング～ 

１ ココロ屋          梨屋アリエ 

２ 鍵のない夢を見る      辻村深月 

３ 心の森           小手鞠るい 

４ 夜の国のクーパー      伊坂幸太郎 

４ きみはいい子        中脇初枝 

６ ぼくがきょうりゅうだったとき 

             まつおかたつひで 

６ 走れ！マスワラ  

グザヴィエ＝ローラン プティ 

８ またおいで       もりやまみやこ 

９ 秋思ノ人          佐伯泰英 

10 ナミヤ雑貨店の奇蹟     東野圭吾 

― ビジネス・ＰＣ － 

１冊でわかるビッグデータ  日経ＢＰ社 PC 007 

大きな字ですぐわかるはじめてのＣＤ／ＤＶＤ 香山 紀∥著 アスキー・メディアワークス PC 007 

Ｉｎｓｉｄｅ ｏｆ ｉＰｈｏｎｅ 大島 篤∥著 シーアンドアール研究所 PC 547 

プロが教えるパソコンのすべてがわかる本 平澤 茂一∥監修 ナツメ社 PC 548 

なぜマッキンゼーの人は年俸１億円でも辞めるのか？ 田中 裕輔∥著 東洋経済新報社 BU 336 

教室で学ぶワークルール 道幸 哲也∥著 旬報社 BU 366 

誰からも嫌われない図解店員のマナー  サンクチュアリ出版 BU 673 

ミニストップが“おいしい”７つの理由 島内 晴美∥著 ダイヤモンド社 BU 673 

― 文庫・新書 ― 

ローマ字でわかる！初めてのハングル 鄭 銀淑∥著 光文社 M 829 

秋思ノ人 佐伯  泰英∥著 双葉社 M 913.6 

巨悪 弐藤 水流∥著 幻冬舎 M 913.6   

飛翔 野口  卓∥著 祥伝社 M 913.6   

夏まぐろ 和田 はつ子∥著 角川春樹事務所 M 913.6   

読むだけでお金に愛される２２の言葉 本田 健∥著 フォレスト出版 S 159 

人間関係は浅くていい。 おち まさと∥著 扶桑社 S 336.4 

なぜ男は女より多く産まれるのか 吉村 仁∥著 筑摩書房 S 467 

東京スカイツリー論 中川  大地∥著 光文社 S 526 

将棋名人血風録 加藤  一二三∥著 角川書店 S 796 

― YA － 

学研の中学生の理科自由研究 学研教育出版∥編 学研教育出版 Y 407 

翼の帰る処 〔３下〕 妹尾 ゆふ子∥著 幻冬舎コミックス Y 913 

中学生までに読んでおきたい哲学 〔２〕 松田 哲夫∥編 あすなろ書房 Y 914 

真夜中の動物園 ソーニャ ハートネット∥著 主婦の友社 Y 933 

 

 

6 

図書館員のオススメ本 

『宙の名前』         角川書店 

林完二∥著 

様々な夜空の写真と、月や星の呼び方、そし

て夜空にまつわる言葉、そんなきれいなもの

がたくさん詰まった本です。 

好きなページを開いて美しい写真を眺めるだ

けでも楽しいですし、一つ一つのページを 

じっくり読んでいってもおもしろいです。 

ぜひきれいな星空を眺めながら、 

ページをめくっていただきたい一冊です。 



 

 

 
 

夏休みが始まりいよいよ暑さも本番！という時

期ですが、８月７日は「立秋」といって、秋がはじ

まる日とされています。というのも、立秋は夏至と

秋分の中間にあたり、暦の上で最も暑い日とされ、

この日を境に少しずつ暑さが和らいでくるといわ

れています。また、この日以降に出す暑中見舞いは

「残暑見舞い」となります。 

しかし、実際の８月は秋の気配なんてまだまだ、

一年の中で一番暑さの厳しい時期です。その上今年

は節電の夏。熱中症や夏バテなどで体調を崩さない

ようにして、のりきっていきましょう！ 
参考 

『親子で楽しむ 365日暮らしの行事』(大泉書店)   
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【４類：自然科学(しぜんかがく)】 

今月の分類紹介は、４類「自然科学」です。 

ここには、数学や理科、動植物や医学のことが書かれた本が

ズラリと並んでいます。ちょっと専門的に感じたり難しい本

ばかりなのかな…と思うかもしれませんが、実際はどの本も

とても役に立つ本ばかり！中には、ずっと気になっていた疑

問が解ける本とも出会えるかもしれません。今まで苦手意識

を持っていた方も、ぜひ一度この棚を覗いてみてください。 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

Happy Birthday!! 

宮沢賢治(8 月 27 日) 

明治 29年、岩手県花巻市生まれの詩人・ 

童話作家。生前はほぼ無名であったが、没後、独自の作

風が多くの読者に知られ、国民的な作家となる。 

独特な擬声語(オノマトペ)を多用したリズム感ある作風

が特徴で、出身地である岩手に基づいた作品やイーハト

ーヴという彼の理想郷が出てくる作品が多い。 

主な作品に、『銀河鉄道の夜』、『風の又三郎』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 
 

●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。 

すくすくタイムテスト期間 

終了しました！ 

５月より毎週金曜日に実施してきた「すくすくタ

イム」ですが、７月 27 日(金)を持ちまして、テ

スト期間終了となります。 

ご協力いただきありがとうございました！ 

※今後「すくすくタイム」の実施が決定した場合

は、「広報いずみ」や図書館ホームページ等でお

知らせいたしますのでご理解のほどお願いいた

します。 

他の８月生まれの作家さん(敬称略) 

金原ひとみ(8 日)・乃南アサ(19 日) 

ディック・ブルーナ(23 日)・国木田独歩(28 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 

●              ● 



 

平成２４年度８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） 8月 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
14 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ 15 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
1   22 

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 
2  23 

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 
7   28 

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 
8  29 

光明台北小学校 ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０  9  30  

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。 


