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和泉図書館・シティプラザ図書館１０月の行事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ 

 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 11 12 13 

 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 (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 

※今月の和泉図書館のこどもまつりはお休みします。 

本が泣いています 

10 月 27 日~11 月 9 日の「秋の読書週間」の期間中、 

和泉図書館にて、破損・汚損本の展示を行います。 

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 

ご利用いただくためにも、資料は大切にお取扱いください。 
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ぐるんぱをつくろう！ 
宇野隆子さんの手芸教室 

日時：10月 30日(火)13:30～16:30 

場所：シティプラザ３階学習室２Ａ 

定員：１２名(先着順) 

費用：500円 

 

10月 6日(土)午前９時より受付開始 

(定員に達し次第受付終了) 

お問い合わせはシティプラザ図書館まで 
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ハロウィン,空 
スポーツの秋,実りの秋, 

しみじみ味わう 

本,トミー・ウンゲラー 

遠くへ行きたい 
 

 

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 

 

松居 友 氏 講演会 

「私がつくったミンダナオ子ども図書館」 

 

日時：１０月２７日(土) 

   午後１時～３時 

(開場：午後 0時 30分) 

場所：人権文化センター４階 第１研修室 

定員：３０人(保育なし) 

申込：１０月５日(金)午前１０時から、 

   にじのとしょかんカウンター又は 

   電話にて受け付けます。 

※定員に達し次第終了します。 

お問い合わせはにじのとしょかんまで。 

今月のお知らせ 
★図書館をハロウィンでかざろう！ 

日時：10月 27日(土)10:00～12:00 

場所：和泉図書館集会室１・２ 

●かぼちゃバック・おばけモビール 

●としょかんをおばけだらけにしよう 

●おばけになろう 

申込不要・参加無料です。ぜひご参加ください★ 

今月の映画会 

和泉図書館：10 月１３日(土) 『ダンボ』 

入場無料＆申込不要です。ご来場、お待ちしております！ 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

一生、読書好きになる本の選び方〔最新版〕  学研パブリッシング 019 

書物の環境論 柴野  京子∥著 弘文堂 023 

生きるヒント『易経』 梶川 敦子∥著 青弓社 123 

超訳ニーチェの言葉 〔２〕 フリードリヒ ニーチェ∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 134 

「こんなはずじゃない自分」に負けない心理学 晴香  葉子∥著 明日香出版社 159 

大阪の神さん仏さん 釈 徹宗∥著 １４０Ｂ 162 

わたしがみつけたもの 松尾  たいこ∥著 武田ランダムハウスジャパン 175   

『アンネ、わたしたちは老人になるまで生き延びられた。』 

テオ コステル∥著 桜田 直美∥訳 

清流出版 

15 歳で亡くなったアンネ・フランク。あの困難な時代を生き延び、80 歳になったアンネ

のクラスメートたちが、アンネの思い出、自分たちの失われた思春期を語る。 

 

― 歴史・地理 ― 

偽りの外交使節 橋本  雄∥著 吉川弘文館 210.4 

昭和史、二つの日 保阪 正康∥著 山川出版社 210.7 

明治・大正・昭和志士秘録 淺野  歳郎∥著 国書刊行会 281 

父、坂井三郎 坂井スマート道子∥著 産経新聞出版 289 

モノを捨てよ世界へ出よう 高城 剛∥著 宝島社 290 

週末トレッキングガイド 〔関西編〕  枻出版社 291 

『「経済効果」ってなんだろう？』 

宮本  勝浩∥著 

中央経済社 

ＡＫＢ４８、たま駅長、ダルビッシュ投手、東京スカイツリー、ミシュランガイド…。

さまざまな「もの」や「人」の経済効果を計算し、経済効果の意味を解説するとともに、

経済効果の事前予測と事後の検証結果の比較等を行う。 

― 社会科学 ― 

新聞・テレビが伝えなかった北朝鮮 小倉  紀蔵∥編 角川書店 302.2 

君主論 武田 好∥著 ＮＨＫ出版 311 

ライファーズ 罪に向きあう 坂上 香∥著 みすず書房 326 

なぜ世界の人々は「日本の心」に惹かれるのか 呉  善花∥著 ＰＨＰ研究所 361 

トットちゃんと地球っ子たち 田沼  武能∥著 新日本出版社 369.4 

旧制高等学校生の青春彷徨 吉松 安弘∥著 彩流社 377 

食べられる生きものたち 『月刊みんぱく』編集部∥編 丸善出版 383 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012年 10月号 
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― 自然科学 ― 

超・超面白くて眠れなくなる数学 桜井 進∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 410 

よくわかるヒッグス粒子 広瀬 立成∥著 ナツメ社 429 

異端の植物「水草」を科学する 田中  法生∥著 ベレ出版 471 

干潟の絶滅危惧動物図鑑 日本ベントス学会∥編 東海大学出版会 481 

医療とは何か 行岡 哲男∥著 河出書房新社 490 

顔をみて病気をチェックする本 猪越 恭也∥著 ＰＨＰ研究所 498.3 

ともに生きるためのエイズ 玉城 英彦∥著 彩流社 498.6 

『おかずに美味しい田舎ごはん』 

新関  さとみ∥著 

ＰＨＰ研究所 

山形のいも煮、菊とほうれん草のおひたし、あさつきの酢みそ和え、焼きおにぎり、き

ゅうりのしょうゆだれ漬け…。お米を知り尽くした土地の知恵がぎっしり詰まった、ご

はんが進むおかずの作り方を紹介する。 

― 技術 ― 

ふるさとの歴史資産 緒方  英樹∥著 オーム社 510 

「最高に心地のいい家」は、こうつくる！  主婦の友社 527 

シェールガス革命とは何か 伊原  賢∥著 東洋経済新報社 568 

和紙の里探訪記 菊地 正浩∥著 草思社 585 

― 手芸・料理 ― 

森恵美子のアイデアリメイク 森  恵美子∥著 ＮＨＫ出版 594 

煮物炊合せ便利帳 中西 彬∥著 柴田書店 596 

『仏像のかたちと心』 

金子  啓明∥著 

岩波書店 

仏像の持つ力の秘密とは何だろうか。中宮寺半跏思惟像、興福寺阿修羅像など、白鳳から

天平期という若き日本古代の仏像たちの「かたち」に込められた豊かな精神性と世界観、

生命の思想を、多くの図版を参照しながら解き明かす。 

― 産業 ― 

ラブコメ 原田  マハ∥著 角川書店 616 

工夫とアイデアでのりきるがんばらないガーデニング 井上 忠佳∥著 誠文堂新光社 629 

かわいい金魚 杉野  裕志∥著 エムピージェー 666 

おもかげ復元師 笹原 留似子∥著 ポプラ社 673 

― 芸術・スポーツ ― 

わたしは９９歳のアーティスト 三星  静子∥著 ＮＨＫ出版 726 

孫を１００倍かわいく撮る ＧＯＴＯ  ＡＫＩ∥監修 祥伝社 746 

ながらバレエ・ストレッチ 四家  恵∥著 誠文堂新光社 769 

演劇ほど面白いものはない 蜷川 幸雄∥著 ＰＨＰ研究所 772 

近鉄バファローズ球団史  ベースボール・マガジン社 783.7 
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― 言語・文学 ― 

街場の文体論 内田  樹∥著 ミシマ社 801 

天声人語 〔２０１２夏〕 朝日新聞論説委員室∥編 原書房 837 

石坂洋次郎「若い人」をよむ 妖しの娘・江波恵子 柏倉 康夫∥著 吉田書店 910.2 

浄瑠璃を読もう 橋本  治∥著 新潮社 912.4 

『幸せの条件』  

誉田 哲也∥著 

中央公論新社 

「新燃料・バイオエタノール用にコメを作れる農家を探してこい!」 突然の社長命令を

受け、片山製作所・伝票整理担当で農業知識ゼロの梢恵は単身農村へ…。読売新聞ウェ

ブサイト『yorimo』連載に加筆して書籍化。 

 

『ソロモンの偽証 第１部』 

宮部  みゆき∥著 

新潮社 

クリスマスの朝、雪の校庭に急降下した 14 歳。その死は校舎に眠っていた悪意を揺り醒

ました。匿名の告発状、新たな殺人計画、マスコミの過剰報道、連鎖する犠牲者。死体は

何を仕掛けたのか? 『小説新潮』連載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

探偵法間ごますり事件簿 東  直己∥著 光文社 913.6 

屍者の帝国 伊藤  計劃∥著 河出書房新社 913.6 

光圀伝 冲方  丁∥著 角川書店 913.6 

アラミタマ奇譚 梶尾  真治∥著 祥伝社 913.6 

頼むから、ほっといてくれ 桂  望実∥著 幻冬舎 913.6 

星の海にむけての夜想曲 佐藤  友哉∥著 星海社 913.6 

竹に紅虎 下川  博∥著 講談社 913.6 

解 堂場 瞬一∥著 集英社 913.6 

共犯 深谷 忠記∥著 徳間書店 913.6 

さくら聖・咲く 畠中 恵∥著 実業之日本社 913.6 

モンスター・シークレット 藤本  ひとみ∥著 文藝春秋 913.6 

百年法 〔上・下〕 山田  宗樹∥著 角川書店 913.6 

非常時のことば 高橋 源一郎∥著 朝日新聞出版 914.6 

常識にとらわれない１００の講義 森  博嗣∥著 大和書房 914.6 

東海道寄り道紀行 種村  季弘∥著 河出書房新社 915.6 

金岡新聞 金岡  陸∥著 飛鳥新社 916 

タイガーズ・ワイフ テア オブレヒト∥著 新潮社 933 

サンクトゥス 〔上・下〕 サイモン  トイン∥著 アルファポリス 933 

スパイにされた日本人 エドナ  エグチ  リード∥著 悠書館 936 

無声映画のシーン フリオ リャマサーレス∥著 ヴィレッジブックス 963 
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～今月の予約ランキング～ 

１ 虚像の道化師        東野圭吾 

２ ソロモンの偽証 〔第１部〕  宮部 みゆき 

３ 空飛ぶ広報室        有川浩 

４ 白ゆき姫殺人事件      湊かなえ 

５ 神様のカルテ〔３〕     夏川草介 

６ 生きる悪知恵        西原 理恵子 

７ 微笑む人          貫井徳郎 

８ お友だちからお願いします  三浦しをん 

９ 天地明察          冲方丁 

10 ナミヤ雑貨店の奇蹟     東野圭吾 

― ビジネス・ＰＣ － 

世界でもっとも強力な９のアルゴリズム ジョン マコーミック∥著 日経ＢＰ社 PC 007 

はじめてのＩｎＤｅｓｉｇｎ  ＣＳ４／５／６ 羽石  相∥著 秀和システム PC 021 

ＬＩＮＥ公式ガイドスマートに使いこなす基本＆活用ワザ１００ コグレ マサト∥著 インプレスジャパン PC 547 

Ｗｉ‐Ｆｉ完全活用術 タトラエディット∥著 アスキー・メディアワークス PC 547 

図解による会社法・商法のしくみ 〔第４版〕 神田 将∥著 自由国民社 BU 325 

オアシスはどこにある？ 楽田  康二∥著 育鵬社 BU 336.3 

ＮＰＯ法人で働く 小堂 敏郎∥著 ぺりかん社 BU 366 

最新開業・許認可手続きの法律と申請書式６０ 元榮 太一郎∥監修 三修社 BU 673 

― 文庫・新書 ― 

４０歳から若くなる！名越式アンチエイジング 名越 康文∥著 ＰＨＰ研究所 M 159.7 

神楽坂の蛇 喜安 幸夫∥著 学研パブリッシング M 913.6 

隅田川のエジソン 坂口 恭平∥著 幻冬舎 M 913.6 

定火消の殿 幡 大介∥著 二見書房 M 913.6 

緑の使者の伝説 〔上・下〕 クリステン ブリテン∥著 早川書房 M 933 

飛鳥の木簡 市 大樹∥著 中央公論新社 S 210.3 

人間の叡智 佐藤  優∥著 文藝春秋 S 304 

適正技術と代替社会 田中 直∥著 岩波書店 S 504 

地域を豊かにする働き方 関 満博∥著 筑摩書房 S 601 

韓国が漢字を復活できない理由 豊田 有恒∥著 祥伝社 S 829 

― YA － 

高校進学ガイド 〔２０１３年度近畿版〕  翔文社書店 Y 376 

空を泳ぐ夢をみた 梨屋 アリエ∥作 ほるぷ出版 Y 547 

恋する文豪 〔日本文学編・海外文学編〕 真山 知幸∥監修 東京書籍 Y 902 

サエズリ図書館のワルツさん 〔１〕 紅玉 いづき∥著 星海社 Y 913 
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図書館員のオススメ本 

『ほっくりぽくぽく上方さんぽ』 

田辺聖子∥著 文藝春秋 

これは関西のさまざまな土地を聖子さんが巡る

エッセイです。釜ヶ崎（あいりん地区）から始ま

り、織田作之助が生前歩いていた生玉の坂道、与

謝野晶子の故郷である堺、貝塚のふとん太鼓、熊

野詣に海遊館、神戸ハーバードランドなどなど。

その土地にまつわる文学的なエピソードに度々う

っとりし、「あ、そや忘れてた」って感じに妄想

から現実に戻ってくる聖子さん。海遊館にあるコ

ンピュータの手相占いの結果にプンプン怒る聖子

さん。どこでもつかさずよく食べる聖子さん。聖

子さんの乙女っぷりがカワイイ！ぜひいろんな場

所と文学をつなげて、聖子さんとうっとり妄想し

てみませんか。 
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【６類：産業(さんぎょう)】 

今月紹介するのは、６類の「産業」です。 

この６類は、農業や園芸、ペットや交通機関などといった内

容の本がずらーっと揃っている場所になっています。 

家庭菜園やガーデニングを始めようとしている方、ペットを

飼いたい方はモチロン、獣医さんについての本や携帯電話、

スマートフォンの本も６類にありますので、ぜひ一度見て 

みてくださいね♪ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

Happy Birthday!! 

乙 一 (10 月 21 日) 

昭和 53年、福岡県出身の小説家。 

17歳の時、『夏と花火と私の死体』でジャンプ小説・ノン

フィクション大賞を受賞し、作家デビューとなった。作

風は残酷さやホラーを基調としたものと、切なさが基調

になるものといった二つの傾向を持っている。 

主な著書に『暗黒童話』『失はれた物語』『箱庭図書館』

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 

 
●だんじりに伴う交通規制について● 

今年も秋祭りの季節がやってまいりま

した。府中町周辺では下記の通り曳行が行

われますので、交通規制等には十分にお気

をつけください。なお、７日は「和泉だん

じり連合パレード」に伴い、11:00～18:00

まで和泉府中駅周辺道路は車両進入禁止

となっております。そのため、車での来館

ができませんので、ご注意ください。 

９月 30日（日）試験曳き 13:00～16:00 

10月６日（土） 宵宮    6:00～22:00 

10月７日（日） 本宮    6:00～22:00 

 

 

 
 

10 月 22 日は、平安遷都の日です。794 年のこの日

に、桓武天皇が長岡京から山背国葛野郡宇太村に都を

移しました。当時はまだ平安京という名前ではなく、

その名が付けられたのは、その年の 11月 8日だった

そうです。 

そして、今年はなんと古事記編纂 1300 年！まさに

歴史の秋にぴったりですよね。今年はぜひ、歴史の秋

をあじわってみませんか？図書館にはこんな本があ

りますよ！ 

 

『平安京の暮らしと行政』 

『平安京遷都』 

『読み出したら止まらない古事記』 

『古事記・日本書紀を歩く』 
 

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 10 月生まれの作家さん(敬称略) 

桐野夏生(7 日)・ 

江戸川乱歩(21 日)・小池真理子(28 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度１０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） 10月 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
3   24 

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 
4   25 

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 
9  30 

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 
10  31 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０ 11 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
  16 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ ４：３０     17  

   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！！★☆★☆★ 

図書館カード(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。 


