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和泉図書館・シティプラザ図書館１２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 31 １ ２ ３ ４ ５ 

立 
 

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 

みんなでシネマ(プ)午後１時半～ 地下１階多目的室 

年末年始のお知らせ 
年末年始は下記の日程で休館させて頂きます 

12 月 29 日(土)~1 月 3 日(木) 

休館中は電話応答なども全て行っておりませんのでご了承ください。 

年末年始の返却ポスト 
和 泉…２階ポストのみ利用可      に じ…ご利用できません   

南 部…ポスト利用可   プラザ…１階ポストのみ利用可 

尚、1 月 4 日(水)は通常通りの開館時間となっておりますので、よろしくお願い致します。 

※12 月 28 日(金)：にじのとしょかん、１月４日(金)：南部ＲＣ図書室が館内整理日でお休みです。 
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絵本とおはなしの時間 

日時：12月９日(日)14:30～14:45 

場所：にじのとしょかん 絵本コーナー 

対象：小学生以上 

歴史を語って聞いて楽しみましょう！ 

日時：12月 14日(金)10:00～12:00 

場所：人権文化センター３階 第２会議室 

今回のテーマは「忠臣蔵について」です。 

今月のお知らせ 
★クリスマスお楽しみ会 

日時：12月 23日(日)11:30～12:00 

場所：和泉図書館集会室２ 

◎てあそび「はじまるよ」 

◎かみしばい「ドロロンクリスマス」 

◎パネルシアター「サンタが町にやってくる」 

おみやげもあります。ぜひ来てくださいね。 

★ミニおりがみ会 

日時：12月２3日(日)14：00～16：00 

場所：シティプラザ図書館 

定員：５０人(先着順。時間内であれば 

定員まで受付可) 

クリスマスをテーマに、かんたんなおりが

み工作を行います。所要時間 20～30分程度。 

おはなし会 

日時：12月８日(土)11:00～11:30 

内容：ぐーぐー すやすや 

おやまのがっこう 

日時：12月９日(日)11:00～11:30 

内容：工作「へやあそび」 

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) 

年末対策,クリスマス 
カレンダー・暦・予定 etc(～20日) 

『漢字一文字』のタイトルの本(22日～) 

みんなが笑顔になれる本(12月中) 

まど,ロジャー・デュボアザン 

あたたかい 
 

大掃除の一息に、読書はいかがでしょう？おすすめですよ♪ 

…和泉図書館 

…シティプラザ図書館 

…にじのとしょかん 

…南部リージョン 

センター図書室 

今月の映画会 

和泉図書館：1２月１３日(土) 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 

シティプラザ図書館：１２月８日(土)『天使にラブソングを』 

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 ― 

メインストリートの公立図書館 ウェイン  Ａ．ウィーガンド∥著 京都図書館情報学研究会 016 

ワンクリック リチャード  ブラント∥著 日経ＢＰ社 024 

ヤル気の科学 イアン エアーズ∥著 文藝春秋 141 

霊的探訪 辛酸  なめ子∥著 角川書店 147 

若者よ、だまされるな！ 春山 満∥共著 週刊住宅新聞社 159 

６０歳からの人生で捨てていいもの、いけないもの 山崎 武也∥著 こう書房 159.7 

超訳仏陀の言葉 白取  春彦∥訳著 幻冬舎 183 

『リーダーを目指す人の心得』 

コリン パウエル∥著 トニー コルツ∥著 井口 耕二∥訳 

飛鳥新社 

ペプシ工場の清掃夫から国務長官にまで上り詰めた著者が、人生やリーダーシップについ

てのルールを紹介。サラリーマンが組織内で昇進するための正攻法を説く。 

 

― 歴史・地理 ― 

金属が語る日本史 齋藤  努∥著 吉川弘文館 210 

戦国の貧乏天皇 渡邊 大門∥著 柏書房 210.4 

中国王朝四〇〇〇年史 渡邉 義浩∥監修 新人物往来社 222 

新島八重ハンサムな女傑の生涯 同志社同窓会∥編 淡交社 289 

国境の島を発見した日本人の物語 藤岡 信勝∥編著 祥伝社 290 

街道・古道を歩く旅関西周辺  山と溪谷社 291 

『個人備蓄の時代』 

副島 隆彦∥著 

光文社 

太陽光発電システムでのエネルギーの自衛、超低温冷凍庫での食料の備蓄、自力の野菜作

りなど、大災害、金融恐慌、領土紛争といった有事に、政府に頼らず家族とともに生き延

びるためのさまざまな試みを紹介する。 

― 社会科学 ― 

「世論」の逆がおおむね正しい 西部 邁∥著 産経新聞出版 304 

地政学とは何か クラウス ドッズ∥著 ＮＴＴ出版 312 

ノーベル経済学賞の４０年 〔上・下〕 トーマス カリアー∥著 筑摩書房 331 

孤立社会からつながる社会へ 藤本  健太郎∥著 ミネルヴァ書房 364 

みんな「おひとりさま」 上野 千鶴子∥著 青灯社 367.7 

障害児が地域校に学ぶとき 野村 みどり∥編著 社会評論社 378 

家庭料理の近代 江原  絢子∥著 吉川弘文館 383 

和泉市立図書館 新着図書案内 2012年 12月号 
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― 自然科学 ― 

江戸の理系力  洋泉社 402 

大人のほうがてこずる算数１日１問 有田  八州穂∥著 すばる舎 410 

ヒッグス粒子素粒子の世界 村山  斉∥監修 ニュートンプレス 429 

デジタルカメラによる星空の撮り方 牛山 俊男∥写真 文 誠文堂新光社 442 

手から体を癒す 森田 真理∥著 ブルーロータスパブリッシング 492 

子どもたちにつなぐみんなの食べ方じてん 富山 洋子∥著 ジャパンマシニスト社 498.5 

職場不適応症を知る本 渡辺 登∥監修 アスペクト 498.8 

『パウンドケーキバイブル』 

福田 淳子∥著 

河出書房新社 

ふわふわ、しっとり、どっしりなど、自分好みの食感に出会える 4 種のパウンドケーキ

の作り方を紹介。また、チョコレートやフルーツ等のさまざまな材料を加えたバリエー

ションレシピ、デコレーションのアイデアも収録。 

― 技術 ― 

絵でわかる自然エネルギー 御園生 誠∥著 講談社 501 

乗用車１９８９－１９９１ 自動車史料保存委員会∥編 三樹書房 537 

海兵隊とオスプレイ 北村  淳∥編著 並木書房 538 

ちょいワザ文具術 宇田川 一美∥著 ポプラ社 589 

― 手芸・料理 ― 

手織りを楽しむまきものデザイン１５０ 箕輪 直子∥著 誠文堂新光社 594 

関西名物 井上 理津子∥編 創元社 596 

― 産業 ― 

山野草スタートＢＯＯＫ  栃の葉書房 627 

図鑑世界の犬 小島  豊治∥著 Ｃｏｌｌａｒ出版 645 

写真でわかるかわいい  は虫類・両生類の飼い方 川添  宣広∥編著 誠文堂新光社 666 

売れる！！手描きＰＯＰ さとう ちゅうせい∥著 マール社 674 

観光地理学 〔第２版〕 山村  順次∥編著 同文舘出版 689 

― 芸術・スポーツ ― 

ねこと国芳 金子  信久∥著 パイインターナショナル 721 

ちまっとかわいいメモ折り紙 しまだ  ひろみ∥著 ＰＨＰ研究所 754 

新オペラ鑑賞事典 多田  鏡子∥著 有楽出版社 766 

日本サッカーＭＦ論 藤田 俊哉∥著 実業之日本社 783.4 

トランプで遊ぼう！ 上口 龍生∥監修 池田書店 797 

― 言語・文学 ― 

できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 809 

ちいさなカタコト＊スペイン語ノート 秦 真紀子∥著 国際語学社 867 

『陰陽師』のすべて 夢枕 獏∥著 文藝春秋 910.2 

シルバー川柳 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社 911.4 
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『スリジエセンター1991』  

海堂 尊∥著 

講談社 

天才外科医・天城は、「スリジエ・ハートセンター」設立資金捻出のため、VIP 患者の

公開手術を目論む。桜宮に永遠に咲き続ける「さくら」を植えるという天城と世良の夢

の行く末は? 『週刊現代』掲載を改稿して単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

妖しい関係 阿刀田  高∥著 幻冬舎 913.6 

密室蒐集家 大山 誠一郎∥著 原書房 913.6 

愛について、なお語るべきこと 片山 恭一∥著 小学館 913.6 

クラウドクラスターを愛する方法 窪 美澄∥著 朝日新聞出版 913.6 

あの頃の空 佐江  衆一∥著 講談社 913.6 

あと少し、もう少し 瀬尾  まいこ∥著 新潮社 913.6 

光琳ひと紋様 高任 和夫∥著 潮出版社 913.6 

妖国の剣士 知野 みさき∥著 角川春樹事務所 913.6 

恋しのぶ 鳥羽  亮∥著 幻冬舎 913.6 

空耳の森 七河 迦南∥著 東京創元社 913.6 

握る男 原 宏一∥著 角川書店 913.6 

くくりひめ 姫野  春∥著 双葉社 913.6 

私にふさわしいホテル 柚木 麻子∥著 扶桑社 913.6 

64 横山 秀夫∥著 文藝春秋 913.6 

図工準備室の窓から 岡田  淳∥作 偕成社 914.6 

衣もろもろ 群 ようこ∥著 集英社 914.6 

６０歳のラブレター感謝 ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 915.6 

督促ＯＬ修行日記 榎本  まみ∥著 文藝春秋 916 

大阪人の流儀 小杉 なんぎん∥著 徳間書店 917 

人生は短く、欲望は果てなし パトリック ラペイル∥著 作品社 953 

ビルバオ－ニューヨーク－ビルバオ キルメン ウリベ∥著 白水社 993 

― 文庫・新書 － 

千両船 井川 香四郎∥著 祥伝社 M 913.6 

風の王国 〔４〕 平谷  美樹∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

インタビュー・イン・セル 真梨 幸子∥著 徳間書店 M 913.6 

金魚心 和田 はつ子∥著 講談社 M 913.6 

ハンガー・ゲーム 〔３上・下〕 スーザン コリンズ∥著 メディアファクトリー M 933 

古典力 齋藤 孝∥著 岩波書店 S 019 

錯覚学－知覚の謎を解く 一川  誠∥著 集英社 S 145 

暴力団 〔続〕 溝口 敦∥著 新潮社 S 368 

５０℃洗い人も野菜も若返る 平山  一政∥著 文藝春秋 S 596 

脳は美をどう感じるか 川畑  秀明∥著 筑摩書房 S 701 
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～今月の予約ランキング～ 

１ 禁断の魔術         東野  圭吾 

２ ６４            横山 秀夫 

３ ソロモンの偽証 〔第３部〕  宮部 みゆき 

４ ソロモンの偽証 〔第２部〕  宮部 みゆき 

５ 母性            湊 かなえ 

６ 水のかたち 上       宮本輝 

６ 海賊とよばれた男 上    百田 尚樹 

８ 水のかたち 下       宮本輝 

８ 海賊とよばれた男 下    百田 尚樹 

10 ソロモンの偽証 〔第１部〕 宮部 みゆき 

― ビジネス・PC ― 

できるＷｉｎｄｏｗｓ ８ 法林 岳之∥著 インプレスジャパン PC 007 

インターネット新時代の法律実務Ｑ＆Ａ 田島 正広∥監修 編集代表 日本加除出版 PC 007 

できるゼロからはじめるらくらくスマートフォン超入門 法林  岳之∥著 インプレスジャパン PC 694 

人生に悔いを残さない４５歳からの仕事術 植田 統∥著 日本経済新聞出版社 BU 159.4 

自分の考えをまとめる技術 奥村 隆一∥著 中経出版 BU 336.2 

うっかり一生年収３００万円の会社に入ってしまった君へ 平康 慶浩∥著 東洋経済新報社 BU 366 

― YA － 

１４歳からわかる生活保護 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 Y 369 

ひらく、ひらく「バイオの世界」 日本生物工学会∥編 化学同人 Y 579 

はじまりは花言葉 小林 深雪∥著 講談社 Y 913 

ジョシュア・ファイル 〔７・８〕 マリア Ｇ．ハリス∥作 評論社 Y 933 

― DVD・CD (一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！) － 

平成狸合戦ぽんぽこ 高畑 勲∥原作 脚本 監督 ブエナビスタホームエンターテイメント DV 0 

秋刀魚の味 小津 安二郎∥監督 松竹株式会社ビデオ事業室 DV 1 

ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ﾊﾞｰﾄﾞ ∥監督 パラマウントジャパン DV 2 

のりものの歌  コロムビアミュージックエンタテインメント DV 4 

落語のピン 〔其の１・其の２〕 立川 談志∥口演 ポニーキャニオン DV 5 

『栗原はるみ』のおすすめ！わが家の味 栗原 はるみ∥出演 中録サービス DV 6 

世界まるごとクラシック ﾍﾙﾍﾞﾙﾄ･ｶﾗﾔﾝ∥ほか指揮 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 1 

ＮＥＷＴＲＡＬ いきものがかり∥演奏 Ｅｐｉｃ Ｒｅｃｏｒｄｓ CD 3 

２１世紀のブレイクダウン ｸﾞﾘｰﾝ･ﾃﾞｲ∥演奏 ワーナーミュージック・ジャパン CD 3 

五木ひろしＢＥＳＴ４０ １９７１～２０１０ 五木 ひろし∥歌 ＦＩＶＥ’Ｓ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ CD 4 

特選！！米朝落語全集 〔第１集～第５集〕 桂 米朝∥口演 東芝ＥＭＩ CD 7 

効果音  Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 8 
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図書館員のオススメ本 

『ナマコのからえばり』 

椎名誠∥著 毎日新聞社 

 

「すでにシイナさんのなかにナマコが入って

います。」ぼくの名前は「シイ ナマコ ト」

である。ぼくの体の中心はナマコでできてい

たのだ。 

ナマコ大好き椎名誠さん。アメリカ、中国、

世界と日本を比べて、愉快にずばっと的確に

（皮肉も混ぜて）軽やかに書いたエッセイです
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新年のお知らせ 
新年に行われる行事をお知らせします！ 

 

●初貸袋● 

どんな本かは開けてからのお楽しみ？！ 

図書館員の選ぶオススメ本が３冊入った

「初貸袋」を貸出します！ 

数量限定ですので、気になる方はぜひぜひ

期間中に図書館へＧＯ！ 

日時：平成 25 年１月４日(金)～６日(日) 

場所：和泉図書館 

●しんねんこどもかるた会● 

日付：平成 25年１月４日(金)、５日(土) 

時間：①11:00～、②15:00(各日２回ずつ) 

場所：シティプラザ図書館おはなし室 

定員：各回先着 15名 

 

本年は大変お世話になりました。皆さまが素敵

な年越しを迎えられますように！よいお年を！ 

 

 

【８類：言語(げんご)】 

毎日当たり前のように話している日本語だけど、その言葉

の意味は意外と知らなかったとか、「こういうとき、外国語で

何て言えばいいのかわからない」など、疑問に思ったことは

ありませんか？そんな時こそ見て欲しいのが８類、「言語」で

す。ここには日本語は勿論、英語、フランス語、中国語など

世界各国の言葉に関する本が置いてあります。初心者向けの

入門書から辞書、読み物感覚で読めるようなものまで揃って

いますので、一度覗いてみませんか？ 

参考『図書館のヒミツ』(すずき出版) 

 

 Happy Birthday!! 

小野不由美(12 月 24 日) 

昭和 35年、大分県出身の小説家。 

昭和 63年「バースデイ・イブは眠れない」でデビュー。

当初はミステリタッチの少女小説を執筆していたが、ホ

ラー要素が強い本格ミステリや、壮大な世界観のファン

タジーなど、多様な作風で活躍している。夫である綾辻

行人とは、誕生日が一日違い。代表作に『十二国記』『ゴ

ーストハント』『屍鬼』などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

 

 
 

『煤払い』という言葉をご存知ですか？12 月 13 日

がその煤払いの日なのですが、これは年末の大掃除の

ことを指します。一年の汚れを払い新しい年神さまを

迎え入れる準備を行うのです。元旦からお掃除を行っ

てしまうと福の神を追い出すことになってしまうの

で、忙しくても年内に終わらせるのが望ましいとも言

われるようです。因みに、江戸時代には煤払いが終わ

ると胴上げがされていたこともあるそうですよ。 

と、いうわけで今回は大掃除に役立ちそうな本を 

並べてみました。 

『最強のお掃除テキスト』 

『目からウロコのお掃除の裏ワザ』 

『ズボラ式こそうじ術』 
 

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 12 月生まれの作家さん(敬称略) 

群ようこ(5 日)・森博嗣(７日) 

宮部みゆき(23 日)・綾辻行人(23 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度１２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） 12月 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
 5   26 

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 
 6   27 

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 
11 

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 
12 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０ 13 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
    18 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ ４：３０      19 

    和泉市立図書館ご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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。 


