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和泉図書館・シティプラザ図書館９月の行事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    

 

  １ 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 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 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～午後３時半 集会室１・２ 

こどものための映画会(プ)午後２時～２時４５分 みんなでシネマ(プ)午後１時半～ 地下１階多目的室 

BOOKUN を描こう！コンテスト開催中！  

●対象年齢● 

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♪ 
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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 

 にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

９ 

こどもの 

ための映画

 

みんなでシネマ 

September 



 

歴史を語って聞いて 

楽しみましょう 
日時：９月 14日(金)午前 10時～12時 

場所：ゆう・ゆうプラザ(人権文化センタ

ー)３階第２会議室 

申込不要・参加無料です。詳しくはにじ

のとしょかんまで。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の映画会！ 
 和泉図書館 

『アポロ１３』 

シティプラザ図書館 

『みにくいあひるの子』（８日） 

『恋愛小説家』（２３日） 

 
どちらも入場無料＆申込不要です。 

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！ 
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愛,秋のけはい 

防災,交通・車,○○な秋 

へび,ふくだいわお 

夜空を見上げて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の訪れを感じながら、ゆったり読書はいかがですか？ 

… 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 

 

絵本とおはなしの時間 

日時：９月９日(日) 

   午後 2時 30分～２時 45分 

場所：にじのとしょかん絵本のコーナー 

対象：小学生以上 

昔話などのおはなし１つと絵本の読み聞か

せの 15分間です。こちらも申込不要・参加

無料です。お気軽におこしください♪ 

今月のお知らせ 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

世界の夢の本屋さん 〔２〕 清水 玲奈∥著 エクスナレッジ 024 

生協の白石さん  学びと成長 白石  昌則∥著 ポプラ社 049 

心がぽかぽかするニュース 〔２０１１〕 日本新聞協会∥編 文藝春秋 049 

人の心を自由に操る技術 ＤａｉＧｏ∥著 扶桑社 140 

九十九怪談 〔第５夜〕 木原  浩勝∥著 角川書店 147 

１００歳からの幸福論 橋本  武∥著 牧野出版 159 

出雲と伊勢  神道の叡智 山蔭  基央∥著 講談社 175 

『池上彰と考える、仏教って何ですか？』 

池上 彰∥著 

飛鳥新社 

仏教の誕生、日本への伝来から、葬式や戒名の意味、新興宗教まで、仏教にまつわる疑

問を、ジャーナリストの池上彰がわかりやすく解説。仏教の原点についてのダライ・ラ

マ 14 世との対談も収録する。 

― 歴史・地理 ― 

ＮＨＫさかのぼり日本史 〔１０〕  ＮＨＫ出版 210.1 

仮説の昭和史 〔上・下〕 保阪 正康∥著 毎日新聞社 210.7 

イングランド王国と闘った男 桜井  俊彰∥著 吉川弘文館 233 

聞き書野中広務回顧録 野中 広務∥述 岩波書店 289 

にっぽん全国たのしい船旅 〔２０１２－２０１３〕  イカロス出版 291 

全国ステキな古都さんぽ 伊藤  美樹∥著 メディアファクトリー 291 

『自分を探さない旅』 

吉田 友和∥著 

平凡社 

34 歳、冬。もっと旅がしたくて会社を辞めた。まずはバンコク、インドへ。そして、ブ

ータンで東日本大震災のニュースを知る…。なぜ人は旅に出るのか? 「自分探し」って

何? 旅について考え続けた「卒業旅行」の記録。 

― 社会科学 ― 

山里からの伝言 島津  邦弘∥著 溪水社 302.1 

図解大阪維新とは何か 堺屋 太一∥著 幻冬舎 318 

なぜ、１％が金持ちで、９９％が貧乏になるのか？ ピーター  ストーカー∥著 作品社 338 

改正税法の要点解説 〔平成２４年度版〕 税務研究会∥編 税務研究会出版局 345 

しゃべらない会話術。 村松 加王里∥著 青月社 361 

聴くだけで頭がよくなる魔法の勉強法 園  善博∥著 中経出版 379.7 

米軍が恐れた「卑怯な日本軍」 一ノ瀬 俊也∥著 文藝春秋 396 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 9 月号 
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― 自然科学 ― 

江戸の天才数学者 鳴海 風∥著 新潮社 419 

世界の「富士山」 田代 博∥著 新日本出版社 454 

天然石探し 自然環境研究オフィス∥著 東方出版 459 

鳥の足型・足跡ハンドブック 小宮  輝之∥著 文一総合出版 488 

人は死なない。では、どうする？ 矢作 直樹∥著 マキノ出版 490 

「女性ホルモン力」を上げて４０代からの不調を治す本 阿部 佐智子∥著 芸文社 495   

「平穏死」１０の条件 長尾  和宏∥著 ブックマン社 498 

『宇宙を感じる七日間』 

宮本  延春∥著 

プレアデス出版 

天動説と地動説、銀河団・超銀河団、超新星爆発、光速度不変の法則、ブラックホール、

暗黒物質、宇宙の未来…。これまで調べられてきた宇宙の話をしながら、人のココロに

ついても語る、宇宙とココロの授業。 

― 技術 ― 

太陽エネルギーがわかる本 日本太陽エネルギー学会∥編 オーム社 501 

笑って！古民家再生 中山  茂大∥文 山と溪谷社 527 

冷凍技術の科学 高橋 守∥監修 日刊工業新聞社 533 

世界の艦船 ＮＯ．７６５（２０１２．９月特大号）  海人社 556 

― 手芸・料理 ― 

はじめてのかぎ針編みおとぎの国の物語パターン１００  アップルミンツ 594 

薬膳お菓子 辰巳 洋∥著 緑書房 596 

『だれでも簡単、すぐできる！５０℃洗い驚異の調理法とおいしいレシピ』 

タカコ  ナカムラ∥著 平山 一政∥監修 

実業之日本社 

しんなり野菜はシャキシャキに、肉はジューシー、魚は臭みが取れて、果物は甘くなる! 

50℃洗いのやり方と、50℃洗いで旨味を増した食材を使ったレシピを紹介する。 

 

― 産業 ― 

多肉植物図鑑 松山 美紗∥著 日東書院本社 627 

獣医からもらった薬がわかる本 〔最新版〕 浅野 隆司∥監修 世界文化社 645 

世界の爬虫類ビジュアル図鑑 海老沼 剛∥著 誠文堂新光社 666 

みんなの機内食 Ｒｉｋｉｙａ∥著 翔泳社 687 

― 芸術・スポーツ ― 

ライトノベルのイラストレーターになる！ 榎本 秋∥編著 アスペクト 726 

幸せになる世界のハッピー・モビール 太田  拓美∥著 誠文堂新光社 754   

バレエ・パーフェクト・ガイド 〔改訂版〕 ダンスマガジン∥編 新書館 769 

少年ジャンプ勝利学 門脇 正法∥著 集英社インターナショナル 780 

茶の湯入門  小学館 791 
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― 言語・文学 ― 

英語でガイドする日本 西蔭  浩子∥著 研究社 837 

日本人のための教養ある英会話 クリストファー ベルトン∥著 ＤＨＣ 837 

桃栗三年美女三十年 林 真理子∥著 マガジンハウス 910.2 

歌に私は泣くだらう 永田 和宏∥著 新潮社 911.1 

『冥土めぐり』  

鹿島田  真希∥著 

河出書房新社 

裕福だった過去に執着し、借金を重ねる母と弟。一族の災厄から逃れたはずの奈津子だ

が、突然、夫が不治の病にかかる。だがそれは、奇跡のような幸運だった…。 

表題作ほか、全 2 編を収録。『文藝』掲載を単行本化。 

『空飛ぶ広報室』 

有川 浩∥著 

幻冬舎 

職業、広報官。取り扱い商品は「航空自衛隊」! 事故により戦闘機パイロットとしての道

を絶たれた空井大祐が配属されたのは、広報室だった…。ドラマティック長篇。 

『E★エブリスタ』連載に書き下ろしを加えて書籍化。 

－ 小説・エッセー － 

鬼談百景 小野  不由美∥著 メディアファクトリー 913.6 

月と雷 角田 光代∥著 中央公論新社 913.6 

確証 今野  敏∥著 双葉社 913.6 

千年鬼 西條  奈加∥著 徳間書店 913.6 

キシャツー 小路  幸也∥著 河出書房新社 913.6 

魔境の女王陛下 田中  芳樹∥著 講談社 913.6 

静おばあちゃんにおまかせ 中山  七里∥著 文藝春秋 913.6 

迷宮 中村  文則∥著 新潮社 913.6 

よろづ情ノ字薬種控 花村 萬月∥著 光文社 913.6 

海賊とよばれた男 〔上・下〕 百田  尚樹∥著 講談社 913.6 

白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ∥著 集英社 913.6 

ご近所美術館 森福 都∥著 東京創元社 913.6 

リバースヴァンパイア 吉野  匠∥著 幻冬舎 913.6 

養生事始 玄侑 宗久∥著 清流出版 914.6 

晴ときどき涙雨 高田 郁∥著 創美社 914.6 

あたらしい東京日記 服部  みれい∥著 大和書房 914.6 

生きてやろうじゃないの！ 武澤 順子∥著 青志社 916 

父と息子のフィルム・クラブ デヴィッド ギルモア∥著 新潮社 936 

人生で大切なことはすべてヘッセが教えてくれた 岡田  朝雄∥著 佼成出版社 940.2 

ナタリー ダヴィド  フェンキノス∥著 早川書房 953 

カオス・シチリア物語 ルイジ ピランデッロ∥著 白水社 973 
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～今月の予約ランキング～ 

１ ケルベロスの肖像      海堂尊 

２ 空飛ぶ広報室        有川浩 

３ 白ゆき姫殺人事件      湊かなえ 

４ 虚像の道化師        東野圭吾 

５ 鍵のない夢を見る      辻村深月 

６ 冥土めぐり         鹿島田 真希 

７ パンケーキをたべるサイなんていない？ 

アンナ ケンプ     

８ 美木良介のロングブレスダイエット 

美木良介   

９ ひなこまち         畠中  恵 

10 カモのきょうだいクリとゴマ   

なかがわちひろ 

10  ここがわたしのおうちです    

アイリーン スピネリ 

― ビジネス・ＰＣ － 

大きな字でわかりやすいパソコン入門 ＡＹＵＲＡ∥著 技術評論社 PC 007 

今さら聞けないパソコンの常識 〔改訂４版〕 トリプルウイン∥著 新星出版社 PC 007 

やさしいＷｅｂアプリプログラミング 高橋  麻奈∥著 ソフトバンククリエイティブ PC 547 

小さな会社のＦａｃｅｂｏｏｋページ制作・運用ガイド 深谷  歩∥著 翔泳社 PC 675 

ビジネスマンの基礎知識としてのＭＢＡ入門 早稲田大学ビジネススクール∥著 日経ＢＰ社 BU 336 

「ＬＡＢプロファイル」で人を動かす！ 小林  由香∥著 すばる舎 BU 336.4 

入社１年目を「営業」から始める君へ 髙城  幸司∥著 日本実業出版社 BU 673   

ＵＳＰユニーク・セリング・プロポジション ロッサー  リーブス∥著 海と月社 BU 674 

― 文庫・新書 ― 

共依存 信田  さよ子∥著 朝日新聞出版 M 367.3 

奇蹟の剣 稲葉 稔∥著 双葉社 M 913.6 

おおかみこどもの雨と雪 細田  守∥著 角川書店 M 913.6 

サマーレスキュー 秦 建日子∥著 河出書房新社 M 913.6 

シージャー 〔上・下〕 ロビン  クック∥著 扶桑社 M 933 

生きる悪知恵 西原  理恵子∥著 文藝春秋 S 159 

ハーバード白熱日本史教室 北川  智子∥著 新潮社 S 377 

「砂糖」をやめれば１０歳若返る！ 白澤  卓二∥著 ベストセラーズ S 498.5 

腹だけ痩せる技術 植森 美緒∥著 メディアファクトリー S 595 

深読みフェルメール 朽木  ゆり子∥著 朝日新聞出版 S 723 

― YA － 

本を味方につける本 永江 朗∥著 河出書房新社 Y 019 

ずかんヘンテコ姿の生き物 今泉 忠明∥監修 技術評論社 Y 480 

星海社カレンダー小説 〔２０１２上・下〕 星海社編集部∥編 星海社 Y 913 

バンパイア＊ガールズ 〔ｎｏ．５〕 シーナ マーサー∥作 理論社 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『文学少女シリーズ』          

野村美月∥著 

本を「食べちゃう」くらい愛している文学少女

の先輩と、彼女の後輩が紡ぐ恋の物語。実在の

文学作品をなぞらえて語られるストーリーは甘

くもあり、切なくもあり…。 

この作品を読み終えたあとは、作中に登場し

た文学作品もぜひお手にとってみてください！

以前読んだことのあるお話でも、また別の視点

が生まれているかもしれませんよ。文学がその

まま心に溶け込んでくるような、透明感のある

作品です。 
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【５類：技術(ぎじゅつ)】 

今月紹介するのは、５類の「技術」です。 

技術と聞くと、先月の４類と同じく難しそうな響きに聞こえ

るかもしれませんが、そんなことはありません！工業の本や

自動車・バイク等乗り物の本や環境についての本、更には手

芸や料理、子育てに関する本もこの５類には含まれています。

とっても幅の広い５類ですが、私たちの日々の暮らしに密接

したものが多く、すぐ使える本も盛りだくさんですよ♪ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

Happy Birthday!! 

西村京太郎(9 月 6 日) 

昭和 5年、東京生まれの推理作家。 

様々な職を転々とした後、昭和 36年に『黒の記憶』でデ

ビュー。推理小説以外にも多彩な作品を発表。昭和 53年

には『寝台特急殺人事件』でトラベルミステリーを開拓

し、テレビドラマでもよく知られる＜十津川警部シリー

ズ＞で驚異的なベストセラー作家となった。 

他の作品に、『歪んだ朝』、『女流作家』などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

図書館からのお知らせ 

 
●本が泣いています● 

市内図書館の本や雑誌に書き込みや切

り取り被害が発生しています。 

修理ができない資料は、状態によって利

用できなくなる場合があり、多くの利用者

の方の迷惑となりますので、そのような行

為は行わないようお願いいたします。 

図書館の資料は和泉市の大切な財産で

す。より多くの方に永くご利用いただきた

いと思いますので、資料は大切にお取扱い

ください。 

 また、館内で書き込みや切り取りをして

いる人を見かけた場合は、恐れ入ります

が、お近くのスタッフまでお知らせくださ

い。みなさまのご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

 

 
 

９月１９日は「苗字の日」って、ご存知でしたか？ 

1870 年(明治３年)のこの日、戸籍管理のために平民で

も苗字を持つことが許されたのにちなんでいます。 

しかし、当時は新政府になったばかりで、税金を取る

ために苗字をつけられるのでは…なんて警戒されて、

あまり苗字をつける人がいなくて、５年後に苗字をつ

けることを義務付けたそうです。 
参考：『すぐに役立つ 366 日記念日事典』(創元社) 

 

というわけで、この機会に自分の名字の由来を調べ 

てみませんか？図書館にはこんな本がありますよ♪ 

『新説日本人の苗字とその起源』批評社 

『日本の苗字 図解雑学』   ナツメ社 

『日本の苗字おもしろ百科事典』芙蓉書房出版 
 

もちろんこれは一例ですので、気になった方はぜひ図書館へ！ 

他の９月生まれの作家さん(敬称略) 

星新一(6 日)・アガサ・クリスティ(15 日) 

正岡子規(17 日)・歌野晶午(29 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度９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） 9月 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
4  (28) 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校  水 ３：００ ～ ４：３０ 5   26 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
12    

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 
13 

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 
   18 

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 
  19 

光明台北小学校 ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０     20  

  ※（）内の日は金曜日です。 

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。 
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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。 


