
 

                                                                                                     
 

 

２０１２年１１月１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館１１月の行事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10. 

 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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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)４階 IT 教室 

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(プ)午後２時～２時４５分 地下１階多目的室 

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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甲斐信枝さん 講演会 

「雑草や小さな生きものをとおして」 

日時：１2月 1日(土) 午後１時～３時 

場所：人権文化センター４階 第１研修室 

定員：３０人(保育あり) 

 

１１月６日(火)午前１０時より受付開始 

   定員に達し次第終了(保育も) 

お問い合わせはにじのとしょかんまで。 

今月のお知らせ 

★クリスマス工作教室 

日時：11月 25日(日)13:30～15:30 

場所：和泉図書館集会室１・２ 

●トナカイさんケース 

●クリスマスカード 

●クリスマスオーナメント 

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：1１月４日(日) 

『食べて、祈って、恋をして』 

シティプラザ図書館：１１月１０日(土) 

『ヘンゼルとグレーテル』 

入場無料＆申込不要です。 

ご来場、お待ちしております！ 

おはなし会 

日時：11月 10日(土)11:00～11:30 

内容：コロコロきのみ 

おやまのがっこう 

日時：11月 18日(日)11:00～11:30 

内容：折り紙「ツリーとサンタ」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。

ぜひご参加ください♪(申込不要・参加無料) 

芸術の秋,よい絵本 
 
言葉の感性を磨く(～15日) 

いろいろ家族・家族でいろいろ(17日～) 
コンビネーション(11月中) 

 

くいしんぼう,田島征二 

 

映画になりました 
 

秋の匂いに包まれて、読書の秋を味わってみませんか？ 

…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 
リージョンセンター 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

最新著作権の基本と仕組みがよ～くわかる本 〔第２版〕 リバーシティ法律事務所∥監修 秀和システム 021 

迷って選んだ答えは必ず間違い 西原  理恵子∥著 竹書房 049 

家族の悩みにおこたえしましょう 信田  さよ子∥著 朝日新聞出版 146 

心を上手に操作する方法 トルステン ハーフェナー∥著 サンマーク出版 147 

なぜ、橋下徹の言葉は人の心をつかむのか？ 内藤  誼人∥著 あさ出版 159 

日常生活で仏になる方法 齋藤  孝∥著 草思社 181 

韓国はなぜキリスト教国になったか 鈴木 崇巨∥著 春秋社 192 

『天才を考察する』 

デイヴィッド シェンク∥著 

早川書房  

天才アスリートや天才科学者はどうつくられるのか? 歴代の天才を対象にした「天才研

究」から遺伝子・ゲノム理論、発達心理学の成果までを紹介しながら、従来の「遺伝か

環境か」という論点がいかに無意味であったかを説く。 

― 歴史・地理 ― 

１３７億年の物語 クリストファー ロイド∥著 文藝春秋 209 

古田武彦・古代史コレクション 〔１３〕 古田  武彦∥著 ミネルヴァ書房 210.3 

ルネサンスの秋 ウィリアム Ｊ．バウズマ∥著 みすず書房 230 

自由でいるための仕事術 森永  博志∥著 本の雑誌社 281 

日本人の姓・苗字・名前 大藤  修∥著 吉川弘文館 288 

寺社に泊まる全国宿坊ベストガイド パラム∥著 メイツ出版 291 

『ユネスコ「無形文化遺産」』 

国末 憲人∥著 

平凡社 

学芸会と見紛う寒村のチャンバラ劇、荒廃した祖国を逃れ、異郷で伝える父祖代々の旋

律、政治に利用される紛争地域の祭り…。世界遺産と並ぶ文化保護制度「無形文化遺産」

とは何か。現場を訪ねつつ、その問いを解き明かす。 

― 社会科学 ― 

２０５０年の世界 英『エコノミスト』編集部∥著 文藝春秋 304 

四〇〇万企業が哭いている 石塚 健司∥著 講談社 326 

巨額年金消失。ＡＩＪ事件の深き闇 九条  清隆∥著 角川書店 338 

ニートがひらく幸福社会ニッポン 二神 能基∥著 明石書店 367.6 

おもかげ復元師の震災絵日記 笹原  留似子∥著 ポプラ社 369.3 

親がラクになる叱らないでＯＫ！な子育て 〈月刊クーヨン〉編集部∥編集 クレヨンハウス 379.9 

告発！隠蔽されてきた自衛隊の闇 泉  博子∥著 光文社 392 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012 年 11 月号 
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― 自然科学 ― 

知識ゼロからの科学史入門 池内 了∥著 幻冬舎 402 

デジタル天体写真のための天体望遠鏡ガイド 西條  善弘∥著 誠文堂新光社 442 

気象・天気の謎と不思議 古川  武彦∥監修 洋泉社 451 

ヒトはなぜ難産なのか 奈良 貴史∥著 岩波書店 469 

図説世界史を変えた５０の動物 エリック シャリーン∥著 原書房 481 

病気はどこで生まれるのか 井ノ上 逸朗∥著 技術評論社 491 

糖質制限食ハンドブック 大柳 珠美∥著 アスペクト 493.1 

食で日本一の孫育て虎の巻 小泉 武夫∥著 マガジンハウス 498.5 

『カーボンアスリート』 

山中 俊治∥著 

白水社 

陸上競技・高桑早生、自転車競技・藤田征樹…。義足アスリートたちがより美しく躍動す

るために、日本を代表するプロダクトデザイナーが、学生たちとともに競技用義足のデザ

イン開発に挑んだ 3 年間の軌跡を綴る。 

― 技術 ― 

トコトンやさしい再生可能エネルギーの本 石原  顕光∥著 日刊工業新聞社 501 

ビジュアル日本史１０００城 三浦 正幸∥監修 世界文化社 521 

銀輪の巨人 野嶋 剛∥著 東洋経済新報社 536 

〈整理・勉強・手帳・ノート〉の１００円ショップ文具術 文房具朝食会∥著 ダイヤモンド社 589 

― 手芸・料理 ― 

クロッシェマニアのパターンニット 今村  曜子∥著 文化学園文化出版局 594 

はじめての糀料理 浅利 妙峰∥著 西日本新聞社 596 

『舞台の神に愛される男たち』 

関 容子∥著 

講談社 

数奇な「生」を徹底して面白がり、自らを独自に輝かせる-。柄本明、笹野高史、すまけ

い、平幹二朗、坂東三津五郎など、13 人の舞台の名手が「人生の深遠」を語る。『浄土』

掲載を単行本化。 

― 産業 ― 

はじめてのバラ庭づくり 加藤 矢恵∥監修 学研パブリッシング 627 

ナチュラルな庭づくり  学研パブリッシング 629 

新・買ってはいけない 〔９〕 渡辺 雄二∥著 金曜日 675 

― 芸術・スポーツ ― 

松本竣介線と言葉 コロナ  ブックス編集部∥編 平凡社 723 

巳を描く 金 斗鉉∥絵 誠文堂新光社 724 

ハワイアンステンシル 〔改訂新版〕 川島 香織∥著 イカロス出版 753 

にっこりが伝わるふせん習慣の始めかた Ｙｕｚｕｋｏ∥著 メディアファクトリー 754 

高倉健インタヴューズ 高倉 健∥述 プレジデント社 778 
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― 言語・文学 ― 

レトリック 森 雄一∥著 ひつじ書房 816 

はじめまして韓国語 石田  美智代∥著 ジャパンタイムズ 829 

千年残る日本語へ 富岡  幸一郎∥著 ＮＴＴ出版 910.2 

スリリングな女たち 田中 弥生∥著 講談社 910.2 

『ノエル a story of stories Noёl』  

道尾 秀介∥著 

新潮社 

暴力を躱すために、絵本作りを始めた中学生の男女。妹の誕生で不安に陥り、絵本に

救いをもとめる少女。最愛の妻を失った老境の元教師…。切ない人生を繫ぐ奇跡のチ

ェーン・ストーリー。『小説新潮』掲載を単行本化。 

 

『ホイッスル』 

藤岡 陽子∥著 

光文社  

平穏に暮らしていたはずの両親。その父が突然いなくなった。思い出の詰まった実家も

売却されていた。何一つ身に覚えのない母は、なぜと叫びながらも、答えを手繰り寄せ

ていく…。不倫・離婚・裁判を経た、家族の再生の物語。 

－ 小説・エッセー － 

煽動者 石持 浅海∥著 実業之日本社 913.6 

その暁のぬるさ 鹿島田  真希∥著 集英社 913.6 

翔る合戦屋 北沢 秋∥著 双葉社 913.6 

光降る丘 熊谷  達也∥著 角川書店 913.6 

はぶらし 近藤  史恵∥著 幻冬舎 913.6 

空より高く 重松  清∥著 中央公論新社 913.6 

はつこひ写楽 鳴海 章∥著 角川書店 913.6 

アスクレピオスの愛人 林  真理子∥著 新潮社 913.6 

生きるぼくら 原田  マハ∥著 徳間書店 913.6 

水のかたち 〔上・下〕 宮本  輝∥著 集英社 913.6 

白衣の神様 結城  五郎∥著  角川春樹事務所 913.6 

十五夜物語 夢枕  獏∥著 早川書房 913.6 

清川妙９１歳の人生塾 清川  妙∥著 小学館 914.6 

暮しの手帖日記 松浦 弥太郎∥著 暮しの手帖社 914.6 

鍛える聖地 加門  七海∥著 メディアファクトリー 915.6 

余命半年から生きてます！ 相河 ラズ∥著 幻冬舎 916 

人間の縁 浅田  次郎∥著 海竜社 917 

ならずものがやってくる ジェニファー イーガン∥著 早川書房 933 

占領都市 デイヴィッド  ピース∥著 文藝春秋 933 

青い脂 ウラジーミル  ソローキン∥著 河出書房新社 983 
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～今月の予約ランキング～ 

１ ソロモンの偽証 〔第２部〕  宮部 みゆき 

２ ソロモンの偽証 〔第１部〕  宮部 みゆき 

３ 光圀伝           冲方丁 

４ 水のかたち 下       宮本輝 

５ 水のかたち 上       宮本輝 

６ 禁断の魔術         東野圭吾 

７ 虚像の道化師        東野圭吾 

８ ノエル           道尾秀介 

９ ツナグ           辻村深月 

９ ソロモンの偽証 〔第３部〕 宮部 みゆき 

― ビジネス・ＰＣ － 

“取説”以前のパソコンの常識 中山  真敬∥著 講談社 PC 007 

すぐわかるＳＵＰＥＲ Ｅｘｃｅｌ配列マジックを極める 土屋 和人∥著 アスキー・メディアワークス PC 007 

はじめての最新Ｅｖｅｒｎｏｔｅ入門 〔決定版〕 原 久鷹∥著 秀和システム PC 007 

これ１冊で完全理解ＰＣオーディオ  日経ＢＰ社 PC 547 

ビジネススキル・イノベーション 横田  尚哉∥著 プレジデント社 BU 159.4 

ビジョナリーカンパニー 〔４〕 ジム  コリンズ∥著 日経ＢＰ社 BU 335.2 

日本一やさしい決算書の学校 〔最新版〕 今村 正∥監修 ナツメ社 BU 336.8 

会社四季報業界地図 〔２０１３年版〕 東洋経済新報社∥編 東洋経済新報社 BU 602 

― 文庫・新書 ― 

身のまわりのモノの技術 涌井  良幸∥著 中経出版 M 504 

旦那背信 上田  秀人∥著 幻冬舎 M 913.6 

爆ぜるゲームメイカー 木下 半太∥著 講談社 M 913.6 

赤頭巾 和久田  正明∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

冷たい川が呼ぶ 〔上・下〕 マイクル コリータ∥著 東京創元社 M 933 

病的に自分が好きな人 榎本  博明∥著 幻冬舎 S 145 

「平穏死」という選択 石飛  幸三∥著 幻冬舎ルネッサンス S 369.2 

顔だけ痩せる技術 宝田  恭子∥著 メディアファクトリー S 595 

一生モノの英文法 澤井 康佑∥著 講談社 S 835 

十津川警部とたどるローカル線の旅 西村 京太郎∥著 角川学芸出版 S 910.2 

― YA － 

中学時代がハッピーになる３０のこと 中谷 彰宏∥著 ＰＨＰ研究所 Y 159 

イクバルと仲間たち スーザン クークリン∥著 小峰書店 Y 366 

きみスキ 梨屋 アリエ∥著 ポプラ社 Y 913 

エアヘッド！ メグ  キャボット∥著 河出書房新社 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『雨の日も、晴れ男』 

水野敬也∥著 文藝春秋 

平凡なアレックスの人生がある日突然不幸

に！？それはなんと、２人の幼い神によるい

たずらであったのです。次々と起こる災難に

も、笑顔で前向きに立ち向かうアレックス。

そんな姿に元気をもらい、心が温まる１冊で

す。少しずつ変化していく２人の神の心境に

も注目です。 

 
※この本は、にじのとしょかんと 

シティプラザ図書館が所蔵しています。 
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図書館からのお知らせ 

 
●職場体験が始まります● 

11 月に職場体験として、和泉市の図書館

に中学生の方が来ることになりました！！ 

期間中は、中学生の方に図書館の仕事を 

より知って頂くため、利用者の皆さまとカウ

ンターやフロア等で直接接する業務も体験

して頂く予定です。皆さまのご理解、ご協力

をお願いすると共に、中学生の皆さんが、図

書館員として活躍する姿を楽しみにしてい

てくださいね！ 

●オーナー制度の雑誌ならびます● 

今夏より募集しておりました雑誌オーナ

ー制度がついに始まります！和泉図書館・プ

ラザ図書館の雑誌棚にオーナー様よりご寄

贈いただいた雑誌がならび始めますのでご

期待ください。 

また、オーナー様の募集は引き続き行って

いますので、興味のある方はお気軽にお問い

合わせください。 

 

【７類：芸術(げいじゅつ)】 

今月紹介するのは、７類の「芸術」です。 

ここには、美術・工芸・音楽などといった「まさに芸術！」

というようなものから、スポーツ、そして囲碁将棋などと 

いった娯楽関係の本が置いてあります。 

また、演劇や芸能も含まれますので、芸能人の本などもこち

らに並んでいます。気になった方はぜひ、この７類を見てみ

てくださいね♪ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

 

Happy Birthday!! 

向田邦子(11 月 28 日) 

昭和４年、東京都出身の脚本家・小説家。 

「七人の孫」や「時間ですよ」など、多くのテレビ脚本

を手がけた。小説家としては昭和 55年に「花の名前」「か

わうそ」「犬小屋」で第 83回直木賞を受賞するほか、エ

ッセイを発表するなどの活躍をするも、昭和 56年に飛行

機事故で急死した。 

代表作に『思い出トランプ』『あ・うん』などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

 

 
 

11 月 27 日は、ノーベル賞制定記念日です。これは、

ダイナマイトを発明した、スウェーデンの化学者ノー

ベルが、1895 年のこの日、自らが発明したダイナマ

イトで得た財産を人類に貢献した人に与えるように、

との遺言を書いたことに由来します。 

その遺言によって 1901年からノーベル賞が設立さ

れました。なお、授賞式は彼の命日にあたる 12 月 10

日に行われています。 

ノーベル賞のことをより知りたい貴方、こんな本は

いかがですか？ 

 

『ノーベル賞はこうして決まる』 

『ノーベル賞がわかる事典』 

この他、ｉＰＳ細胞に関連した本もあります。 
 

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 11 月生まれの作家さん(敬称略) 

泉鏡花(4 日)・糸井重里(10 日) 

折原一(16 日)・沢木耕太郎(29 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度１１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） 11月 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
14    

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 
15    

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 
   20 

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 
21 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０ 1   22 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
6   27 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ 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。 


