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和泉図書館・シティプラザ図書館２月の行事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     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 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 (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 

児童文学作家杉山亮さん講演会＆ワークショップ開催！ 

日時：３月３日(日) 
①午前 10 時 30分～正午 講演会 「ものがたりライブ」 

②午後 １時 30分～３時 ワークショップ 「杉山亮さんと一緒に絵本をつくろう」 

場所：和泉図書館 

定員：①小学生以上の親子 50 組(大人だけ・子どもだけの参加可) 

   ②６０人(小学生以上) 

申込：①、②共に電話・窓口にて(先着順) 

2 月 12 日(火)午前 10 時から定員に達するまで和泉図書館で受付 
※②に参加される方は、持ち物として鉛筆・消しゴム・色鉛筆(１２色以上)が必要です 
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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 

 にじのとしょかん 

南部ＲＣ図書室 

休館日 

Februaly 

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 

休館日 

和泉図書館 蔵書点検期間 

シティプラザ図書館 蔵書点検期間 

南部ＲＣ図書室 蔵書点検期間 

※蔵書点検期間中の図書館は、休館となります。 

南部ＲＣ 
図書室休館日 ★P.2へ GO！ 
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小澤俊夫氏講演会 

日時：３月８日(金)13：00～15：00 

場所：人権文化センター４階 第１研修室 

定員：40人(保育あり) 

申込：２月８日(金)午前 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。 

 

絵本作家 こしだ ミカさんと一緒に描こう！ 

日時：３月 30日(土)10：00～12：00 

場所：人権文化センター１階 大会議室 

定員：50人(ワークショップのためお子様の 

ご参加も大歓迎です！) 

申込：２月 10日(日)午前 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。 

詳細はにじのとしょかんへどうぞ★ 

今月のお知らせ 
★ぽかぽか体操 

日時：２月 27日(水)13：00～15：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

定員：先着 40名(65歳以下の方に限る) 

申込：２月５日(火)午前 10 時から、和泉図書
館カウンター、お電話にて定員に達するまで
受け付けます。 

持ち物など詳細は和泉図書館へどうぞ♪ 

 

おはなし会 

日時：2月 9日(土)11:00～11:30 

内容：ねこちゃん 

おやまのがっこう 

日時：2月 17日(日)11:00～11:30 

内容：みんなであてっこ 

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) 

学び舎,杉山 亮 

テレビ放送(～10日) 

猫(17日～) 

大阪出身の作家(２月中) 

たまご,岸田 衿子 

雑学いろいろ 
 

あまーいチョコをお供にゆったり読書、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：２月３日(日) 『ハローキティの桃太郎 ほか』 

シティプラザ図書館：２月９日(土)『この森で、天使はバスを降りた』 

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 ― 

Ｙの悲劇 清武  英利∥著 講談社 070 

これがメンタリズムです ＤａｉＧｏ∥著 幻冬舎 140 

プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 古宮 昇∥著 ナツメ社 146 

ピーことば ピーコ∥著 主婦の友社 159.6 

偽善入門 小池  龍之介∥著 小学館 184 

ユダヤとは何か。 市川 裕∥監修 阪急コミュニケーションズ 199 

『戦争と飢餓』 

リジー コリンガム∥著 

河出書房新社 

2000 万人が餓死した第 2 次世界大戦。各国は、膨大な軍隊と自国の国民をいかにして養っ

たのか? 戦争の中心的要因として食糧がどんな役割を担ったのか? 「食糧」というまった

く新しい視点で戦争を分析する。 

― 歴史・地理 ― 

古代天皇家の婚姻戦略 荒木  敏夫∥著 吉川弘文館 210.3 

ゼロからわかる忠臣蔵  学研パブリッシング 210.5 

消えた将校たち Ｊ．Ｋ．ザヴォドニー∥著 みすず書房 234 

華の血族 池坊 保子∥著 新潮社 289 

なるほど知図帳世界 〔2013〕  昭文社 290 

常宿にしたい温泉宿 〔２０１３年版西日本編〕  旅行読売出版社 291 

『ずる 噓とごまかしの行動経済学』 

ダン  アリエリー∥著 

早川書房 

創造性が高い人ほどごかましが多い、偽ブランドを身につけるとずるしやすくなる…。

わかりやすい実例といくつもの実験で、不正と意思決定の秘密を解き明かす。ビジネス

や政治の場にごまかしを持ち込ませないヒントが満載。 

― 社会科学 ― 

日本買収計画 苫米地  英人∥著 サイゾー 304 

必携自治体職員ハンドブック 公職研編集部∥編 公職研 318 

わかりやすい自己破産 〔改訂７版〕 宇都宮  健児∥著 自由国民社 327 

ニューカマー定住ハンドブック 〔第２版〕 有道 出人∥著 明石書店 334 

自殺の９割は他殺である 上野  正彦∥著 カンゼン 368 

子どもの病気＋ケガガイドブック 榊原  洋一∥編著 メイト 376 

酒読み ほろよいブックス編集部∥編 社会評論社 383 

世界の特殊部隊作戦史１９７０－２０１１ ナイジェル カウソーン∥著 原書房 391 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 2 月号 
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― 自然科学 ― 

面積の発見 武藤 徹∥著 岩波書店 410 

ヒッグス粒子を追え フランク  クローズ∥著 楓書店 429 

面白くて眠れなくなる地学 左巻  健男∥編著 ＰＨＰエディターズ・グループ 450 

僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。 出雲 充∥著 ダイヤモンド社 473 

バグる脳 ディーン ブオノマーノ∥著 河出書房新社 491 

お灸女子１年生 北川 毅∥著 主婦と生活社 492 

美しい血液をつくるかんたん極上レシピ 小林 弘幸∥著 徳間書店 498.5 

『カラスの教科書』 

松原 始∥著 

雷鳥社 

カラスはお嫌いですか? 大丈夫、しばらく見ていれば好きにはならずとも、ちょっと興

味が湧いて来ます-。カラスの基礎知識、餌と博物学、Q&A、カラス度診断など、くちば

しの先から脚の先までカラスのことがわかる本。 

― 技術 ― 

図解スマートシティ・環境未来都市早わかり 白井  信雄∥著 中経出版 518 

ぼくらの近代建築デラックス！ 万城目  学∥著 文藝春秋 523 

絵ときＮＣ旋盤プログラミング基礎のきそ 伊藤 勝夫∥著 日刊工業新聞社 532 

さらば国策産業 安西  巧∥著 日本経済新聞出版社 540 

― 手芸・料理 ― 

すぐ作れる通園通学ＢＯＯＫ  日本ヴォーグ社 594 

奥薗壽子の読むレシピ 〔旬の食材篇〕 奥薗 壽子∥著 産経新聞出版 596 

『パリジェンヌ流着やせスタイリング』 

米澤  よう子∥著 

幻冬舎 

いつもの服でマイナス 3kg スリムに魅せる! 「鎖骨見せでやせ感 UP」「ひじとベルトラ

インをそろえれば、即腰高に」など、人気イラストレーターがパリで見つけた、おしゃ

れな着やせアレンジ 183 を紹介。 

― 産業 ― 

はじめての花色配色テクニックＢＯＯＫ 坂口  美重子∥著 誠文堂新光社 627 

のらねこハンドブック タマラ  クルーズ∥著 緑書房 645 

エンジェルフライト 佐々  涼子∥著 集英社 673 

親子テツ 細川 貂々∥著 朝日新聞出版 686 

― 芸術・スポーツ ― 

作家別あの名画に会える美術館ガイド〔西洋絵画篇〕 千足  伸行∥編著 講談社 720 

ｉＰｈｏｎｅでいい写真を撮る魔法のテクニック 名鹿  祥史∥写真  著 エクスナレッジ 746 

ベストヒット大全集 〔２０１３年版〕 ゲッカヨ編集室∥編集 ブティック社 767 

オスカー・ピストリウス自伝 オスカー  ピストリウス∥著 白水社 782 

楽しいバスレクアイデアガイド 〔３〕 神代 洋一∥編著 汐文社 798 
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― 言語・文学 ― 

日本人が気づいていないちょっとヘンな日本語 デイビッド  セイン∥著 アスコム 810 

〈図解〉まるわかり時事用語  〔２０１３→２０１４年版〕 ニュース リテラシー研究所∥編著 新星出版社 814 

ＬＡＤＹ  ＧＡＧＡの言葉に学ぶ英会話 ＧＡＧＡ語推奨委員会∥編 講談社 837 

赦す人 大崎  善生∥著 新潮社 910.2 

『ふる』 

西  加奈子∥著 

河出書房新社 

池井戸花しす、28 歳。誰にも嫌われないよう、常に周囲の人間の「癒し」であることにひ

っそり全力を注ぐ日々。だが、彼女にはポケットに忍ばせている IC レコーダーで、日常の

会話を隠し録るという変わった趣味があった…。 

『天平グレート・ジャーニー』 

上野 誠∥著 

講談社 

数奇な運命をたどった 733 年の遣唐使。帰国の途中に崑崙(ベトナム)まで流された後、長安、

渤海国を経て帰国した平群広成。そのとき広成は、なぜか天下の名香を携えていた。ふた

たび日本の土を踏むまでに何があったのか…。 

－ 小説・エッセー － 

コモリと子守り 歌野 晶午∥著 光文社 913.6 

マリアージュ・マリアージュ 金原  ひとみ∥著 新潮社 913.6 

海辺の家族 黒川  鍾信∥著 みやび出版 913.6 

週末カミング 柴崎  友香∥著 角川書店 913.6 

最後の贈り物 中村  柊斗∥著 双葉社 913.6 

遊び奉行 野口  卓∥著 祥伝社 913.6 

女の庭 花房 観音∥著 幻冬舎 913.6 

うつぶし 隼見 果奈∥著 筑摩書房 913.6 

空白を満たしなさい 平野  啓一郎∥著 講談社 913.6 

謎解きはディナーのあとで 〔３〕 東川  篤哉∥著 小学館 913.6 

夢をかなえるゾウ 〔２〕 水野  敬也∥著 飛鳥新社 913.6 

牢獄の超人 美達  大和∥著 中央公論新社 913.6 

心がわり 諸田 玲子∥著 集英社 913.6 

八重の桜 〔１〕 山本  むつみ∥作 ＮＨＫ出版 913.6 

しょうがの味は熱い 綿矢 りさ∥著 文藝春秋 913.6 

夫婦の散歩道 津村  節子∥著 河出書房新社 914.6 

悪口のすゝめ 村松 友視∥著 日本経済新聞出版社 914.6 

若年性アルツハイマー病全過程の症状と介護 出雲  晋治∥著 クリエイツかもがわ 916 

Ｓｉｇｎ ｗｉｔｈ Ｍｅ 柳 匡裕∥著 学研教育出版 916 

ウォール街のイカロス バートン ビッグス∥著 日本経済新聞出版社 933 

コブラ 〔上・下〕 フレデリック  フォーサイス∥著 角川書店 933 
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～今月の予約ランキング～ 
 

１ ５５歳からのハローライフ   村上 龍 

２ 残り全部バケーション    伊坂 幸太郎 

３ 夢をかなえるゾウ〔２〕   水野  敬也 

４ 何者            朝井  リョウ 

５ 冷血〔上〕         高村  薫 

６ 謎解きはディナーのあとで〔３〕東川  篤哉 

６ 神去なあなあ夜話           三浦  しをん 

６ 冷血〔下〕         高村  薫 

９ ６４                    横山  秀夫 

10 聞く力                    阿川  佐和子 

― ビジネス・PC － 

はじめてのノートパソコン 桑名 由美∥著 秀和システム PC 007 

図解一目でわかるＩＴプラットフォーム 高橋 暁子∥著 日本実業出版社 PC 007 

Ｗｅｂサービスのつくり方 和田 裕介∥著 技術評論社 PC 547 

知らないと損する会社と職場の歩き方 高城 幸司∥著 東洋経済新報社 BU 159.4 

エグゼクティブの「クギを刺す」技術 佐藤  綾子∥著 すばる舎 BU 336.3 

現場女子 遠藤  功∥著 日本経済新聞出版社 BU 366 

お客様に何を言われても切り返す魔法の営業トーク１００ 小林  一光∥著 中経出版 BU 673 

― 文庫・新書 ― 

歌舞伎手帖 〔増補版〕 渡辺  保∥著 角川学芸出版 M 774 

散華ノ刻（とき） 佐伯 泰英∥著 双葉社 M 913.6 

オサキつくもがみ、うじゃうじゃ 高橋  由太∥著 宝島社 M 913.6 

密書 森山  茂里∥著 学研パブリッシング M 913.6 

生きていてもいいかしら日記 北大路 公子∥著 ＰＨＰ研究所 M 914.6 

殺人者は隣で眠る サンドラ ブラウン∥著 集英社 M 933 

空海と日本思想 篠原 資明∥著 岩波書店 S 188 

「３０分遅れます」は何分待つの？経済学 佐々木 一寿∥著 日本経済新聞出版社 S 331 

腸はぜったい冷やすな！ 松生 恒夫∥著 光文社 S 493.4 

２０歳の自分に受けさせたい文章講義 古賀 史健∥著 星海社 S 816 

自分を売る男、猪瀬直樹 佐高  信∥著 七つ森書館 S 910.2 

― YA － 

中学生に教えたい日本と中国の本当の歴史 黄 文雄∥著 徳間書店 Y 319 

橋本式国語勉強法 橋本 武∥著 岩波書店 Y 810 

論理爆弾 有栖川 有栖∥著 講談社 Y 913 

チェラブ 〔Ｍｉｓｓｉｏｎ８〕 ロバート マカモア∥著 ほるぷ出版 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます!』 

小林 朋道∥著 築地書館 

鳥取環境大学で繰り広げられる、人間と動物の珍

事件集です。巨大コウモリが大学に侵入したと聞

き、捕まえに行く。研究室でヘビとハムスターが脱

走する。無人島に行ったら、ひとりぼっちの鹿を発

見する。そんな動物たちとのおかしな出来事の数々

を動物行動学とからめつつ、軽妙な語り口でつづら

れています。読み進めるうちに、思わずふふふっと

笑ってしまいます。生き物って面白いなあ、という

気持ちにさせてくれる１冊です。  
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蔵書点検に伴う 

図書館休館のお知らせ 

シティプラザ図書館 

2 月 11日(月)～2月 16日(土) 

和泉図書館 

2 月 17日(日)～2月 23日(土) 

南部リージョンセンター図書室 

2 月 24日(日)～2月 28日(木) 

にじのとしょかん 

3月 1日(金)～3月 5日(火) 

蔵書点検のため、各館上記期間中は休館と 

させていただきます。休館中は貸出延長や 

予約等の受付もできなくなりますので、希望さ

れる方は開館中の市内の図書館でお願いいたし

ます。 

※蔵書点検期間中の図書館に返却された本は、 

点検が終わるまで返却処理が行われませんので

ご注意ください。 

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

程で実施しております。 

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 

 

【ティーンズコーナー】 

今回紹介するのはティーンズコーナー。 

ここにはヤングアダルト向けの本を集めていますが、そもそ

もヤングアダルトって・・・？ 

「ヤングアダルト」というのは、若い大人という意味。主

に中学生くらいから、高校生くらいまでの方を指しています。

児童向けはちょっと物足りなくなってきたな、という方にオ

ススメです。とはいえ、大人の方でも十分読み応えを感じて

もらえる本も揃えておりますので、ぜひ一度お立ち寄りくだ

さいませ♪ 

ティーンズコーナーは、和泉図書館、シティプラザ図書館、

南部リージョンセンター図書室の３か所にあります。 

 

 

 Happy Birthday!! 

花村萬月(2 月 5 日) 

昭和 30年、東京都出身の小説家。 

中学卒業後、一度は高校へ入学するも退学。その後

は全国を放浪し、様々な職を転々とする。 

平成元年、『ゴッド・ブレイス物語』で第２回小説

すばる新人賞を受賞してプロデビュー。その後、『皆

月』で第 19回吉川英治文学新人賞を、『ゲルマニウ

ムの夜』で第 119回芥川賞を受賞した。主な著書に

「眠り猫」「ぢん・ぢん・ぢん」などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

 

 
 

 

1862 年２月 27 日、京都で武芸に優れた浪士を集め

た組織が結成されました。名前は「壬生組」、後の新

選組です。結成当初は 24 名と少数でしたが、新選組

の最盛期には約 200 名が所属していたと言われてい

ます。 

当時は「人斬り集団」や「壬生狼」とも呼ばれた新

選組ですが、数多くの物語やメディアで紹介されるよ

うに、魅力があるのもまた事実です。今回は、そんな

本を少しだけご紹介します♪ 

 

『新選組事典』 

『英傑の日本史 新撰組・幕末編』 

『新選組血風録』 
 

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２月生まれの作家さん(敬称略) 

綿矢りさ(1 日)・馳星周(18 日) 

室井佑月(27 日)・辻村深月(29 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度２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） 2月 

上代町（鶴山台アーバンコンフォート内） 
水 

１：３０ ～ ２：３０ 
13 

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 
14 

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 
26 

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 
     27 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０    28 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
5   

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ ４：３０  6 

    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。 


