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和泉図書館・シティプラザ図書館３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 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

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 

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 

和泉図書館・シティプラザ図書館特別イベント 

私のとっておき この１冊！ 
たった１冊の本が、自分の中の何かを変えた――そんな経験をお持ちではないですか？ 

あなたがこれまでに読んできた本の中で、一番の「とっておき」な１冊を紹介してみませんか？ 

さらに、他の人の「とっておき」を読んで感想を送ることもできる、一大イベントです！ 

アンケートに応募すると・・・？ 

 

 

詳細は、挟みこんであるチラシをご覧ください♪ 
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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 

March 

にじのとしょかん 

南部 RC 図書室 

休館日 

※3/1～3/5 は、蔵書点検期間のため、にじのとしょかんが休館となります。 

★P.2へ GO！ 

１ 

南部ＲＣ 
図書室休館日 

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 

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 

ちいさな 

おはなし会 

図書館の中で紹介される！ 
しおりになる！ 感想が返ってくるかも？ 

蔵書点検のため休館中 

にじのとしょかん 
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にじのとしょかんのお知らせ 

グリム童話の世界展 

期間：３月６日(水)～20日(水) 

絵本作家 こしだ ミカさん原画展 

期間：３月 21日(木)～31日(日) 

どちらもにじのとしょかん内で開催されます。 

詳細はにじのとしょかんへお問合せください★ 

今月のお知らせ 

おはなし会 

日時：３月 9日(土)11:00～11:30 

内容：ないちゃった 

おやまのがっこう 

日時：３月 17日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「ふうせん」 

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) 

白,おはな 
国語の教科書にのっている作家の本(～14日) 

つなぐ(16日～) 

別れ・卒業・旅立ち(３月中) 

おふろ,市川 里美 

お金の世界 
 

春の訪れを感じながら、ゆっくりと読書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 

…南部リージョン 

センター図書室 

今月の映画会 

和泉図書館：３月 10 日(日) 『プリティ・ウーマン』 

シティプラザ図書館：３月９日(土)『ピーターパン ほか』 

入場無料＆申込不要です。ご来場、お待ちしております！ 

自分で作ろう！BOOKUNエコバッグ 

日時：３月 20日(水・祝) 14：00～15：00 

場所：和泉市立シティプラザ５階工房室 

費用：１００円(当日受付にて) 

定員：先着１５名(小学生のみ) 

申込：３月６日(水)午前 10時から、シティプ 

ラザ図書館カウンターまたは電話にて定員に達

するまで受け付けます。 

※インクにアクリル絵の具を使用します。 

当日は汚れてもいい服装でお越しください。 

詳細はシティプラザ図書館へお問合せ 

ください♪ 

 

 

 
エコバッグにきつねの BOOKUNの 

消しゴムハンコをおして、自分 

だけの BOOKUNバッグをつくりませんか？ 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

読書の歴史 アルベルト  マングェル∥著 柏書房 019 

朝日新聞報道写真集 〔２０１３〕 朝日新聞社∥編集 朝日新聞出版 070 

ハワイの長老が語り伝える先住民族の聖なる知恵 ハンク ウエスルマン∥著 道出版 147 

男の子・女の子の幸せ名づけ事典 〔決定版〕 阿辻 哲次∥監修 ナツメ社 148 

賢人たちに学ぶ自分を磨く言葉 本田  季伸∥著 かんき出版 159.8 

マンガでわかる聖書 真野 隆也∥著 池田書店 193     

『「死ぬのが怖い」とはどういうことか』 

前野 隆司∥著 

講談社 

「死ぬのが怖い」ことをちゃんと考えれば、「生きること」を再発見できるはず! 哲学から

進化生物学、幸福学まで、人間にかかわる学問を幅広く俯瞰的に視野に入れながら、「死」

について易しく解説する。 

― 歴史・地理 ― 

災害復興の日本史 安田  政彦∥著 吉川弘文館 210.1 

歴史書「古事記」全訳 武光  誠∥著 東京堂出版 210.3 

１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史 堀越  宏一∥編著 ミネルヴァ書房 230 

本の声を聴け 高瀬  毅∥著 文藝春秋 289 

地名は災害を警告する 遠藤 宏之∥著 技術評論社 291 

日帰り温泉＆スーパー銭湯 〔２０１３ 関西版〕  ぴあ 291 

『クオリティ国家という戦略』 

大前  研一∥著 

小学館 

巨大経済を誇る「ボリューム国家」に日本が対抗する方法は、小国でも高い国際競争力を

持つ「クオリティ国家」になること。21 世紀を勝ち抜くために必要な、クオリティ国家

の実例を研究し、日本が進むべき進路を提示する。 

― 社会科学 ― 

中国を動かす百人 宮﨑  正弘∥著 双葉社 312 

法律用語ハンドブック 〔第５版〕 尾崎  哲夫∥著 自由国民社 320 

概説世界経済史 〔１・２〕 ロンド キャメロン∥著 東洋経済新報社 332 

Ｑ＆Ａ相続税・贈与税実務家必携ハンドブック 渡邉  正則∥著 大蔵財務協会 345 

関西人には、ご用心！ 山本  健治∥著 三五館 361 

それでもわが家から逝きたい 沖藤  典子∥著 岩波書店 369.2 

なぜ君たちは間違った会社選びに必死になるのか 藤井 正隆∥著 角川学芸出版 377 

今和次郎と考現学  河出書房新社 380 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 3 月号 
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― 自然科学 ― 

すぐわかる！ビジュアル化学 〔改訂新版〕  ニュートンプレス 430 

生き物の描き方 盛口  満∥著 東京大学出版会 460     

胃ろうという選択、しない選択 長尾 和宏∥著 セブン＆アイ出版 490 

春山茂雄のガン革命！ 春山 茂雄∥著 光文社 494 

口の中に潜む恐怖 ダニー スタインバーグ∥著 ダイナミックセラーズ出版 497 

最新食べるな、危険！ 小若 順一∥著 幻冬舎 498.5 

『ドーキンス博士が教える「世界の秘密」』 

リチャード・ドーキンス∥著 デイヴ・マッキーン∥画 大田 直子∥訳 

早川書房 

動物の進化から、元素や原子などのミクロの世界、地球・太陽・宇宙の壮大な世界ま

で…。ドーキンス博士が、科学の様々なテーマを、興味とイマジネーションを広げる

カラーイラストとともにわかりやすく解説する。 

― 技術 ― 

トミカライフ１９７０－２０１３  ネコ・パブリッシング 507 

虫がいない鳥がいない 久志  冨士男∥著 高文研 519 

建築の品質トラブル解決集 ｓａｉ総合企画∥共著 彰国社 525 

エキストラバージンの嘘と真実 トム  ミューラー∥著 日経ＢＰ社 576 

― 手芸・料理 ― 

ネイルアレンジＢＥＳＴ ＢＯＯＫ  ブティック社 595 

手間なし漬けおきレシピ 石原 洋子∥著 家の光協会 596 

― 産業 ― 

見たことないサボテン・多肉植物 中谷  航太郎∥写真 二見書房 627   

ニッチ ジェームズ ハーキン∥著 東洋経済新報社 675 

観光大国フランス 青木 幹生∥著 現代図書 689 

― 芸術・スポーツ ― 

絵本つくりかた つるみ  ゆき∥著 技術評論社 726 

手づくり印刷アイデア帖  玄光社 749 

誰でもかんたんにできるくす玉ユニット折り紙 つがわ みお∥著 日本文芸社 754 

ＢＥＡＴＬＥＳ〈音盤〉  ステレオサウンド 764 

カヌー＆カヤック入門 辰野 勇∥著 山と溪谷社 785    

― 言語・文学 ― 

朝日キーワード 〔２０１４〕 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 813 

小学校で習った言葉さか上がりを英語で言えますか？ 守  誠∥著 サンリオ 837 

女子会川柳 シティリビング編集部∥編 ポプラ社 911.4 

高校入試 湊  かなえ∥著 角川書店 912.7 

― YA － 

学歴入門 橘木 俊詔∥著 河出書房新社 Y 371 

バンパイア＊ガールズ 〔ｎｏ．６〕 シーナ マーサー∥作 理論社 Y 933 
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『おもかげ橋』 

葉室  麟∥著 

幻冬舎 

二度と戻れぬ故郷、忘れたはずの初恋の女、信じる友との絆…。宿命と因縁に翻弄される、

一生に一度の純愛の結末とは? 三人の男女の儘ならぬ人生を哀歓豊かに描く時代小説。『日

刊ゲンダイ』連載に加筆修正して単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

大崎梢リクエスト！本屋さんのアンソロジー 飛鳥井  千砂∥著 光文社 913.6 

血の轍 相場  英雄∥著 幻冬舎 913.6 

こちら弁天通りラッキーロード商店街 五十嵐  貴久∥著 光文社 913.6 

それを愛とまちがえるから 井上 荒野∥著 中央公論新社 913.6 

冬芽の人 大沢  在昌∥著 新潮社 913.6 

前世探偵カフェ・フロリアンの華麗な推理 大村  友貴美∥著 角川書店 913.6 

夜の隅のアトリエ 木村 紅美∥著 文藝春秋 913.6 

サバイバー２３区 木下  半太∥著 講談社 913.6 

ａｂさんご 黒田  夏子∥著 文藝春秋 913.6 

三匹のかいじゅう 椎名  誠∥著 集英社 913.6 

溝鼠 最終章 新堂 冬樹∥著 徳間書店 913.6 

あした咲く花 菅野  彰∥著 イースト・プレス 913.6 

李世民 〔上・下〕 塚本  靑史∥著 日本経済新聞出版社 913.6 

穢れた手 堂場  瞬一∥著 東京創元社 913.6 

我、涙してうずくまり 丸山 健二∥著 岩波書店 913.6 

家族往来 森  浩美∥著 双葉社 913.6 

ＵＦＯはもう来ない 山本  弘∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

閉経記 伊藤 比呂美∥著 中央公論新社 914.6 

みちくさ道中 木内  昇∥著 平凡社 914.6 

私の東京地図 小林  信彦∥著 筑摩書房 914.6   

しあわせの授業 里村 良一∥著 幻冬舎ルネッサンス 916 

ベアード・トゥ・ユー 〔上・下〕 シルヴィア  デイ∥著 集英社クリエイティブ 933 

六人目の少女 ドナート カッリージ∥著 早川書房 973 

― ビジネス・PC － 

コンピューターおばあちゃんといっしょに学ぶはじめてのパソコン 大川 加世子∥協力 アスキー・メディアワークス PC 007 

Ｗｉｎｄｏｗｓ８大事典使える技１０００＋α  アスペクト PC 007 

フロントエンドエンジニアの教科書 クロノドライブ∥著 ソフトバンククリエイティブ PC 547 

誰も教えてくれないＦａｃｅｂｏｏｋ ＆ Ｔｗｉｔｔｅｒ１００のルール 内藤  みか∥著 技術評論社 PC 547 

普通の人たちを予言者に変える「予測市場」という新戦略 ドナルド トンプソン∥著 ダイヤモンド社 BU 336.1 

外資系コンサルのスライド作成術 山口  周∥著 東洋経済新報社 BU 336.3 

労働者派遣の実務事典 小見山 敏郎∥著 労務行政 BU 366 

佐藤可士和さん、仕事って楽しいですか？ 佐藤  可士和∥著 宣伝会議 BU 673 
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～今月の予約ランキング～ 
 

１ 夜行観覧車          湊 かなえ 

２ 望郷            湊 かなえ 

３ 何者            朝井  リョウ 

４ 夢をかなえるゾウ〔２〕   水野  敬也 

５ ａｂさんご         黒田  夏子 

６ ふくわらい          西  加奈子 

６ 笑うハーレキン            道尾  秀介 

６ 欠落            今野  敏 

９ 世界から猫が消えたなら     川村 元気 

９ 永遠の０                  百田 尚樹 

― 文庫・新書 ― 

「ゆっくり動く」と人生が変わる 小林 弘幸∥著 ＰＨＰ研究所 M 498.3 

返り討ち 岡本  さとる∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

サイレント・ヴォイス 佐藤  青南∥著 宝島社 M 913.6 

花咲家の人々 村山  早紀∥著 徳間書店 M 913.6 

ファイアーウォール 〔上・下〕 ヘニング マンケル∥著 東京創元社 M 933 

大人の精神力 齋藤 孝∥著 ベストセラーズ S 159 

出雲と大和 村井 康彦∥著 岩波書店 S 210.3 

日本防衛論 中野  剛志∥著 角川マガジンズ S 319 

薬がいらない体になる食べ方 溝口 徹∥著 青春出版社 S 498.5 

人生の原則 曾野 綾子∥著 河出書房新社 S 914.6 

― 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！) － 

アラジン  ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント DV 0 

コクリコ坂から 宮崎 吾朗∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 0 

シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム ｶﾞｲ･ﾘｯﾁｰ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

ヒューゴの不思議な発明 ﾏｰﾃｨﾝ･ｽｺｾｯｼ∥監督 製作 パラマウントジャパン DV 2 

1911 ｼﾞｬｯｷｰ･ﾁｪﾝ∥総監督 出演 アミューズソフト DV 2 

光る泥だんご 〔初・上級編〕  ひとなる書房 DV 6   

ティオの夜の旅 木下 牧子∥曲 フォンテック CD 1   

サム・ナイツ FUN.∥演奏 ワーナーミュージック・ジャパン CD 3 

ＯＲＡＮＧＥ ＧＡＲＤＥＮ ＰＯＰ YUI∥演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｃｏｒｄｓ CD 3 

ＧＲＲＲ！ ｻﾞ･ﾛｰﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｰﾝｽﾞ∥演奏 ユニバーサルミュージック CD 3 

アップ・オール・ナイト ﾜﾝ･ﾀﾞｲﾚｸｼｮﾝ∥歌 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ CD 3 

名調子芥川隆行が語る「放浪記」 林 芙美子∥原作 デラ CD 7 

学校行事の音楽 ｷﾝｸﾞｵｰｹｽﾄﾗ∥ほか演奏 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9 
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図書館員のオススメ本 

『百瀬、こっちを向いて。』 

中田永一∥著 祥伝社  

クラスの中で最も「人間レベル」が低く、女

の子とろくに話したことすらない僕は、とある

頼みごとがきっかけで百瀬と「付き合う」こと

になる。 

―僕たち四人の中で、一番演技が上手だった

のは誰だろう。― 

胸が締め付けられる、極上の恋愛小説短編集

です。甘いだけのものじゃ物足りなくなった方

は、ぜひどうぞ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

蔵書点検に伴う 

図書館休館のお知らせ 
にじのとしょかん 

3月 1日(金)～3月 5日(火) 

シティプラザ図書館 

終了しました 

和泉図書館 

終了しました 

南部リージョンセンター図書室 

終了しました 

 

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の 
ご協力ありがとうございました。 

和泉図書館・シティプラザ図書館・自動車文庫

にて、実施しておりました図書館運営に関するア

ンケートへのご協力、ありがとうございました。 

いただいたご意見は、今後の図書館サービスの

向上に活用させていただきます。 

 

【ＡＶコーナー】 

 

今回紹介するのは、ＣＤ・ＤＶＤが置いているＡＶコー

ナー！みんなが知っている有名な映画・歌はもちろん、

クラシック音楽や洋楽、アニメ、時代劇、歴史モノ、和

泉市の映像資料などなど幅広いジャンルの資料が揃っ

ています。普段見る・聴くことのないものも一度借りら

れてみると意外な発見があるかも？ＡＶ資料はお一人

さま３点まで、１週間借りることができますので、ぜひ

ご利用ください！ 

 

 

 
Happy Birthday!! 

大沢 在昌(3 月 8 日) 

昭和 31年、愛知県出身の推理作家。 

大学中退後の昭和 53年、第１回小説推理新人賞を

受賞しデビュー。その後数々の文学賞を受賞し、平

成 3年『新宿鮫無間人形』で直木賞を受賞した。 

平成 4年には、作家活動をバックアップする会社、

大沢オフィスを設立、社長として宮部みゆき、京極

夏彦を抱えている。主な著書に、「佐久間公シリー

ズ」、「新宿鮫シリーズ」などがある。 

参考：『新訂 作家・小説家人名事典』 

 

 

 
 

 

３月 27 日～４月９日は、絵本週間です。これは、

絵本が子どもの豊かな情操をはぐくむうえで欠くこ

とのできない文化財とし、よりすぐれた絵本文化の発

展と、教育の場や家庭に絵本の読書が一層定着するこ

とを目的として実施されており、４月２日の「国際子

どもの本の日」(デンマークの童話作家、アンデルセ

ンの誕生日！)をはさんで、２週間となっています。 

この期間には、「日本絵本大賞」の受賞も行われ、

まさに絵本のための２週間ともいえます。 

そんな絵本ですが、お子様はモチロン、最近は大人

の方にも楽しんで頂けるものが沢山出版されており

ます。独特の世界、美しい絵。ぜひこの機会に絵本棚

を覗いてみてはいかがでしょうか？ 
 

他の 3 月生まれの作家さん(敬称略) 

安部公房(7 日)  銀色夏生(12 日) 

島崎藤村(25 日)  田辺聖子(27 日) 

               など。 
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教えて！図書館コーナー！ 

 



 

平成２４年度３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） ３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 
19 

信太小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

伏屋町三丁目（伏屋町会館前）  
金 

１：３０ ～ ３：００ 
     22 

光明台北小学校  ３：３０ ～ ４：３０ 

南松尾小学校  木 ３：１０ ～ ４：３０    21 

上町（府営北信太住宅２棟横） 
火 

１：３０ ～ ２：３０ 
5   26 

鶴山台北小学校 ３：００ ～ ４：３０ 

南横山小学校 水 ３：００ ～ ４：３０  6   27 

    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。 


