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和泉図書館・シティプラザ図書館１月の行事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

30 31 １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 １ ２ 

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  

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 

すくすくタイムが再開します！ 

日時：１月 18 日(金)から毎週金曜日(館内整理日を除く) 

午前１０時～正午まで      

場所：和泉図書館          

上記の時間、親子のための図書館開放を実施します。 

普段、赤ちゃんの泣き声を気にして利用できなかった育児中の方は、ぜひぜひ 

この機会にご利用ください！(なお、時間内に利用されます皆さまには、 

赤ちゃんの泣き声や話し声に対し、ご理解・ご協力をお願いいたします) 
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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 

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 

全館年末休館(12/29～1/3) 

Janualy 

にじのとしょかん 

休館日 

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 

(プ)しんねんこどもかるた大会 

新年あけまして 

おめでとうございます！ 
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こねこのぴっちを作りませんか？ 

日時：２月５日(火),６日(水) 10：00～12:00 

場所：人権文化センター ４階洋裁室 

定員：１２人(人数制限で保育あり) 

費用：材料費７００円 

持物：裁縫用具(針・はさみ) 
１月 10日(木)10時から、にじのとしょかんカウン

ター、お電話にて定員に達するまで受け付けます。   

詳細もにじのとしょかんへどうぞ♪ 

今月のお知らせ 
★初貸袋 

日時：１月４日(金)～６日(日) 

場所：和泉図書館 

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 

期間中に和泉図書館へＧＯ！ 

 

★しんねんこどもかるた会 

日付：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 

としょかんで子ども向けのかるた会を 

行います。 

おはなし会 

日時：1月 12日(土)11:00～11:30 

内容：おおきくなあれ 

おやまのがっこう 

日時：1月 20日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「おに」 

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) 

読みやすい本を紹介します 

寒さを忘れる外遊び 
○○始め・○○入門(～17日) 
書評・ブックレビュー・作家紹介(19日～) 

はじまり(１月中) 

おしり,東 君平 

こたつでミステリー 
 

おせち料理でお腹を満たした後は、読書でのんびりしませんか♪ 

…和泉図書館 

…シティプラザ図書館 

…にじのとしょかん 

…南部リージョン 

センター図書室 

今月の映画会 

和泉図書館：1 月 6日(日) 『インディー・ジョーンズ レイダース/失われたアーク』 

シティプラザ図書館：１月１２日(土)『さるかにがっせん ほか』 

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 ― 

図書館員への招待 〔４訂版〕 塩見 昇∥編著 教育史料出版会 013 

ギネス世界記録 〔２０１３〕 クレイグ グレンディ∥編 角川マガジンズ 031 

なんて面白すぎる博物館 齋藤  海仁∥著 講談社ビーシー 069 

苫米地英人の金持ち脳 苫米地 英人∥著 徳間書店 159 

生きづらいのは「ゆとり世代」だから、と思っている君たちへ 尾木 直樹∥著 ブックマン社 159 

６０歳からの上手な生き方 松原 惇子∥著 海竜社 159.6 

『ミラノの太陽、シチリアの月』 

内田  洋子∥著 

小学館 

曇天続きのミラノにも晴れ間はあり、太陽に溢れるシチリアにも夜は訪れる-。イタリア

に生きる人々の「光と陰」を、在イタリア 30 年の著者が精緻な筆で描く。 

 

― 歴史・地理 ― 

図説宮中晩餐会 松平 乘昌∥編 河出書房新社 210 

縄文土器を読む 小林 達雄∥編 アム・プロモーション 210.2 

山城国一揆と戦国社会 川岡  勉∥著 吉川弘文館 216 

伝説の日本史 〔第１巻〕 井沢 元彦∥著 光文社 281 

逃げない 小松  成美∥著 産経新聞出版 281 

子どもと楽しむ大阪あそび場スポット らいむす∥著 メイツ出版 291 

『砂漠と文明』 

嶋田 義仁∥著 

岩波書店 

過酷な砂漠こそ文明の形成地であり、ヨーロッパや日本などの湿潤多雨森林地帯の文明

は、その辺境に形成された後発文明ではないか。30 年におよぶ豊富な調査研究成果を基

に、新たな人類文明史観を提起する。 

― 社会科学 ― 

超大国の自殺 パトリック  Ｊ．ブキャナン∥著 幻冬舎 302.5 

消滅した国々 吉田 一郎∥著 社会評論社 312 

はじめての刑事訴訟法 〔第６版〕 尾崎 哲夫∥著 自由国民社 327 

外資系金融の終わり 藤沢 数希∥著 ダイヤモンド社 338 

世界が土曜の夜の夢なら 斎藤 環∥著 角川書店 367.6 

石巻・にゃんこ島の奇跡 石丸 かずみ∥著 アスペクト 369.3 

菊池先生の「ことばシャワー」の奇跡 菊池 省三∥著 講談社 375 

豊かな遊びを引き出す手作り遊具 東間  掬子∥著 チャイルド本社 376 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 1 月号 
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― 自然科学 ― 

空想科学読本 〔１２〕 柳田 理科雄∥著 メディアファクトリー 404 

世界は数学でできている 立田  奨∥著 洋泉社 410 

１０万年の未来地球史 カート ステージャ∥著 日経ＢＰ社 451 

家で死ぬということ 山崎 章郎∥著 海竜社 490 

ワクチン鎖国ニッポン 大西 正夫∥著 明治書院 493.8 

ダイエットワンプレートレシピ 代居 真知子∥著 誠文堂新光社 498.5 

パンデミック新時代 ネイサン ウルフ∥著 ＮＨＫ出版 498.6 

『フルーツの盛り合わせとカットテクニック〔最新版〕』 

平野 泰三∥著 

講談社 

フルーツアーティスト平野泰三が、フルーツの盛り合わせとカットのテクニックを豊富

な写真で解説。様々なシーンを華やかに演出するフルーツカービングも紹介する。 

 

― 技術 ― 

メイカーズ クリス  アンダーソン∥著 ＮＨＫ出版 509 

建築生産 ものづくり研究会∥編著 彰国社 520 

死の淵を見た男 門田 隆将∥著 ＰＨＰ研究所 543 

私のクローゼット３６５日 雅姫∥著 マガジンハウス 589 

― 手芸・料理 ― 

伝統の模様をクロスステッチに 平井 陽子∥著 マガジンランド 594 

つくってあげたいシニアの「置き弁」 舘野 鏡子∥著 ＮＨＫ出版 596.4 

『死ぬまでゴルフ！』 

山口  信吾∥著 

幻冬舎 

身体が衰えても、ゴルフは上達できる! 43 歳でゴルフを始めた著者が編み出した、アマ

チュアならではの上達法を紹介。ゴルフ仲間とのマッチプレーを通じた交流や、四季折々

の手作りゴルフ旅についても綴る。 

― 産業 ― 

これからの雑木の庭 高田  宏臣∥著 主婦の友社 629   

犬のココロをよむ 菊水 健史∥著 岩波書店 645 

飾り毛布  花毛布 上杉  恵美∥著 海文堂出版 683 

日本郵趣史 天野 安治∥著 日本郵趣協会 693 

― 芸術・スポーツ ― 

すぐわかる東洋の美術 〔改訂版〕 竹内 順一∥監修 東京美術 702 

図解毛筆・筆ペンに役立つひらがなの書き方 阿保 直彦∥編 木耳社 728 

檀流きもの巡礼（たび） 檀  ふみ∥著 世界文化社 753 

そのノブはひとりの扉 劇団ひとり∥著 文藝春秋 779 

香道を楽しむための組香入門 谷川 ちぐさ∥著 淡交社 792 
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― 言語・文学 ― 

サハリンに残された日本語樺太方言 朝日  祥之∥著 明治書院 810 

デイリーコンサイス仏和・和仏辞典 〔第二版〕 木内 良行∥編 三省堂 853 

江分利満家の崩壊 山口  正介∥著 新潮社 910.2 

古事記はいかに読まれてきたか 斎藤  英喜∥著 吉川弘文館 913.2 

『歓喜の仔 上・下』 

天童 荒太∥著 

幻冬舎 

愛も夢も奪われた。残されたものは、生きのびる意志だけだった…。父は突然消え、母は

心に傷を負って植物状態となった。残された三兄妹は、誰も知らない犯罪に手を染める道

を選んだ。『パピルス』連載を単行本化。 

『まりしてん誾千代姫』 

山本  兼一∥著 

ＰＨＰ研究所 

「噂に違わぬ武者ぶりよ」と猛将・加藤清正にも一目置かれた、立花宗茂の妻。鉄砲隊を

率いて凛々しく戦った姫の、知られざる一面を活写した時代小説。月刊文庫『文蔵』連載

を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

北斗 石田  衣良∥著 集英社 913.6 

光秀曜変 岩井 三四二∥著 光文社 913.6 

泣きながら、呼んだ人 加藤 元∥著 小学館 913.6 

沈黙のひと 小池 真理子∥著 文藝春秋 913.6 

絶対服従者（ワーカー） 関 俊介∥著 新潮社 913.6 

冷血 〔上・下〕 高村 薫∥著 毎日新聞社 913.6 

カンパニュラの銀翼 中里  友香∥著 早川書房 913.6 

玉兎の望 仁志 耕一郎∥著 講談社 913.6 

我ニ救国ノ策アリ 仁木  英之∥著 幻冬舎 913.6 

ライフ・アンド・デス 藤田 宜永∥著 角川書店 913.6 

ブルーマーダー 誉田 哲也∥著 光文社 913.6 

神去なあなあ夜話 三浦 しをん∥著 徳間書店 913.6 

ジグβは神ですか 森  博嗣∥著 講談社 913.6 

宿神 〔第３巻・第４巻〕 夢枕 獏∥著 朝日新聞出版 913.6 

図書館はラビリンス 内野 安彦∥著 樹村房 914.6 

喧嘩上等 中村 うさぎ∥著 毎日新聞社 914.6 

スピンク合財帖 町田  康∥著 講談社 914.6 

墜落の村 飯塚 訓∥著 河出書房新社 916 

コブラ 〔上・下〕 フレデリック フォーサイス∥著 角川書店 933 

量子怪盗 ハンヌ ライアニエミ∥著 早川書房 933 

アンデスのリトゥーマ マリオ バルガス＝リョサ∥著 岩波書店 963 
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～２０１２年 予約ランキング～ 

2012年の人気図書はこの本たちでした！ 

１ ナミヤ雑貨店の奇蹟     東野  圭吾 

２ 舟を編む          三浦  しをん 

３ 虚像の道化師        東野  圭吾 

４ 三匹のおっさん〔ふたたび〕 有川  浩 

５ ソロモンの偽証〔第１部〕  宮部 みゆき 

６ 空飛ぶ広報室               有川  浩 

７ 白ゆき姫殺人事件           湊  かなえ 

８ 禁断の魔術         東野  圭吾 

９ ジェノサイド               高野  和明 

10 サファイア                 湊  かなえ 

― ビジネス・PC － 

わかるＷｉｎｄｏｗｓ８ 星野  未知∥執筆 学研パブリッシング PC 007 

今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ  ８ オンサイト∥著 技術評論社 PC 007 

できるＰｈｏｔｏｓｈｏｐ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ １１ 樋口 泰行∥著 インプレスジャパン PC 007 

通信のしくみ 〔改訂版〕 高作 義明∥著 新星出版社 PC 547 

年収１億円プレーヤーの仕事哲学 苫米地 英人∥著 宝島社 BU 159.4 

小さな会社の社長がやってはいけない６７のルール 遠山 秀幸∥著 中経出版 BU 336 

会計学原理 友岡 賛∥著 税務経理協会 BU 336.9 

稼ぎたければ、働くな。 山田  昭男∥著 サンマーク出版 BU 541 

― 文庫・新書 ― 

無限 Ａ．Ｗ．ムーア∥著 講談社 M 111 

春の珍事 佐伯  泰英∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

ニセ札つかいの手記 武田 泰淳∥著 中央公論新社 M 913.6 

一琴一鶴 六道  慧∥著 光文社 M 913.6 

暗くなるまで贋作を ヘイリー リンド∥著 東京創元社 M 933 

お江戸八百八町三百六十五日 山田  順子∥著 実業之日本社 S 213 

税務署が嫌がる「税金０円」の裏ワザ 大村  大次郎∥著 双葉社 S 345 

サラリーマン家庭は“増税破産”する！ 藤川 太∥著 角川書店 S 591 

誰でも２オクターブ出せるヴォイストレーニング 野口 千代子∥著 平凡社 S 767 

私とは何か 平野 啓一郎∥著 講談社 S 914.6 

― YA － 

オチケン探偵の事件簿 大倉 崇裕∥著 ＰＨＰ研究所 Y 913 

ＲＤＧ 〔６〕 荻原 規子∥著 角川書店 Y 913 

サーティーナイン・クルーズ 〔１２〕 小浜 杳∥訳 メディアファクトリー Y 933 

ジョシュア・ファイル 〔９・１０〕 マリア Ｇ．ハリス∥作 評論社 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『江戸川乱歩傑作選』 

江戸川乱歩∥著 新潮文庫 

江戸川乱歩の初期代表作を集めた短編集です。 

処女作『二銭銅貨』やあの名探偵明智小五郎が登

場する『Ｄ坂の殺人事件』や『心理試験』、 

鏡に魅入られてしまう『鏡地獄』、伏字だらけで

発表され、戦時中発売禁止となった『芋虫』…。 

一編は短いですが、探偵小説や怪奇小説など

様々な乱歩の濃密な雰囲気を堪能してみませ

んか。 
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指定管理者アンケートへの 

ご協力をお願いします。 
和泉図書館・シティプラザ図書館・自動車

文庫にて、図書館運営に関するアンケートを

下記の日程で実施いたします。 

今後の図書館サービス向上のため、みなさ

まのお声を聞かせていただきたいと思いま

すので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

アンケート配布・回収期間 

2013 年 1月 10 日～2 月 10 日 

 

和泉市立図書館のケイタイ用 

Ｈ Ｐ
ホームページ

もぜひご利用ください。 

和泉市立図書館はＰＣ用ＨＰのほか、ケイ

タイ用ＨＰもございます。下のコードからア

クセス可能ですので、ご利用ください。本の

検索・予約をすることができます。 

(ご予約には web パスワードが必要です。

お持ちでない方は図書館にて申込用紙にご

記入のうえ、カウンターまでお越しくださ

い) 

 

 

 

 

 

【９類：文学(ぶんがく)】 

 

図書館の中で、一番貸し出されるのがココ、文学です。文

学とは、『大辞林』(小学館)によると、言語表現による芸術作

品を指す言葉だそうです。小説やエッセイの他、詩や俳句、

戯曲や随筆、評論といった、いわゆる読み物がズラリと揃う

分類です。また、この９類は多くが著者名順に並んでいるの

も大きな特徴です。好きな作家近辺だけでなく、時々棚全体

を眺めてみると思わぬ出会いがあるかも？ 

 

 

 

Happy Birthday!! 

貴志祐介(1 月 3 日) 

昭和 34 年、大阪府出身の小説家。 

1996年に『ISOLA(刊行時は『十三番目の人格 ISOLA』に

改題)』でデビュー。翌年 1997年には『黒い家』で日本

ホラー小説大賞を受賞。内面的な恐怖を描くモダン・ホ

ラーを得意とする一方で、本格推理小説やＳＦなど、様々

なジャンルを手掛ける。大の読書家としても有名。 

代表作に『硝子のハンマー』『新世界より』『悪の教典』

などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

 

 
 

１月 27 日は国旗制定記念日。これは、1870 年に明

治政府が日の丸を国旗として定めたことに由来しま

す。と、言っても当初は、縦横の比率が７：１０の商

船用旗と、２：３の軍艦用旗の２種類が定められたそ

うで、正式に日本国旗となったのは 1999 年でした。 

そんな日の丸ですが、赤い丸は太陽を表していま

す。これは昔、聖徳太子が自国を「日出ずる国」とし

たことに由来するそうです。また、白色は純粋や正直

さ、赤色は博愛や活力を意味すると言われています。    

と、いうわけで、今回は国旗について書かれている

本をいくつかピックアップしてみました。 

『世界が見える国旗の本』 

『知っておきたい「日の丸」の話』 

『国旗と国名由来辞典』 
 

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 1 月生まれの作家さん(敬称略) 

夢枕獏(1 日)・村上春樹(12 日) 

森鴎外(19 日)・ルイス・キャロル(27 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 

http://www.library.izu

mi.osaka.jp/opac/wopc/

pc/mSrv?dsp=TP 



 

平成２４年度１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） 1月 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
     23 

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 
     24 

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 
 8   29 

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 
 9   30 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０ 10   31 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
15 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ ４：３０      16 

    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。 


