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杉山亮さん講演会＆ワークショップが無事終了！ 
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April 

星新一のちょい豆知識 

 ショートショートで有名な星新一ですが、実は製薬

会社の社長だった時期があります。星新一のお父さん

は星一(ほし はじめ)といって、星製薬の社長でした。

その関係で、星新一も一時、星製薬の社長になったこ

とがあるのです。ちょっと、びっくりですね。 

 ちなみに、星新一の祖母は、森鴎外の妹だそうです。

さらにびっくりですね。 

参考 

『星新一空想工房へようこそ』 

最相葉月∥監修 新潮社 

「星製薬株式会社」 

http://hoshi-ph.com/  

シティプラザ図書館 

 

今月のお休み 

和泉図書館 にじのとしょかん 

 

南部リージョン 

センター図書室 

 

12 日(金) 19 日(金) 
１日(月) ８日(月) 

15日(月) 22日(月) 

26日(金) 29日(月) 

１日(月) ５日(金) 

８日(月) 15日(月) 

22日(月) 30日(火) 

３月３日(日)に、和泉図書館で児童作家 杉山亮さんの 

講演会とワークショップが開催されました！ 

講演会は幅広い年代層の方に来て頂け、杉山さんの話術に 

皆さん引き込まれていたようでした。質問コーナーでは、 

名探偵シリーズへの質問も出て、熱心な様子がうかがえました。 

午後のワークショップでは杉山さんが考えてきた文章に自分で 

絵を描くという、オリジナル絵本作り体験を開催。 

和やかな雰囲気の中、時間が経つにつれ夢中に取り組んでいる姿が

印象的でした。表紙には杉山さんから署名してもらえると 

いうこともあり、皆さんの嬉しそうな表情を見てこちらも 

うれしくなりました。 

参加された皆さん、杉山亮さん、本当にありがとうございました！ 

No.24 

求む！一日図書館員！ 
和泉図書館 

４月 2７日(土)…中学生～高校生対象 

４月 2８日(日)…小学４～６年生対象 

シティプラザ図書館 

５月１１日(土)…小学４～６年生対象 

５月１２日(日)…中学生～高校生対象 

定員：各３人 

往復はがきに住所氏名、年齢(学年)、電話番

号、希望図書館を書いて、４月１２日(金)まで

＜必着＞に和泉図書館へ送ってください。 

図書館のお仕事、私たちと一緒にやってみま

せんか？ 

 



 

 

 

１ 月 ○休に、南 16 火  

２ 火  17 水  

３ 水  18 木   

４ 木  19 金 ○休プ 

５ 金 ○休南 20 土  

６ 土  21 日 ★えほんをつくろう！（和） 

７ 日  22 月 ○休に、南 

８ 月 ○休に、南 23 火  

９ 火  24 水  

10 水  25 木  

11 木  26 金 ○休に 

12 金 ○休和 27 土  

13 土  28 日 ★本のリサイクル市（プ） 

14 日 ★青空おはなし会（プ） 29 月 ○休に 

15 月 ○休に、南 30 火 ○休南 
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青空おはなし会 

日時：４月 14日(日)14：00～14：30 

場所：シティプラザ図書館内オアシス 

(雨天時：図書館内おはなし室) 

図書館の中庭「オアシス」で、青空の下で絵本

の読み聞かせなどをします。入場無料、 

申込不要。当日直接お越しください♪ 

えほんをつくろう！ 

日時：４月 21日(日)13：30～15：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

持物：色鉛筆、クレヨンなど 

自分だけのオリジナル絵本を作りませんか？ 

どなたでも参加していただけます。申込不要、

参加無料です。お気軽にお越しください★ 

本のリサイクル市 
和泉シティプラザ開館 10 周年記念事業で、

図書館は本のリサイクル市を行います！ 

日時：４月 28日(日)10：00～16：00 

場所：シティプラザ地下１階多目的室 

お一人様 10冊(袋は各自お持ちください) 

参加無料です。 

おはなし会 

日時：４月 13日(土)11:00～11:30 

内容：のびのび 

おやまのがっこう 

日時：４月 21日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「てんとうむし」 

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) 

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  

おはなしの日 

(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 

すくすくタイム (和)午前 10 時～正午 

○休  休館日(和：和泉図書館、プ：シティプラザ図書館、

に：にじのとしょかん、南：南部 RC 図書室) 

和泉図書館・シティプラザ図書館４月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館『オープンシーズン』です。 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

意味・真理・存在 八木沢 敬 ∥著 講談社 116 

ＮＬＰのことがよくわかり使える本 松島 直也 ∥著 明日香出版社 146 

小さなキミに贈る“いのち”のことば 桜井 章一 ∥著 竹書房 159 

すべては今のためにあったこと 中山 靖雄 ∥著 海竜社 159 

ザ・マジック ロンダ バーン ∥著 角川書店 159 

行基 吉田 靖雄 ∥著 ミネルヴァ書房 188 

『花さんぽ WEST』 

グラフィック社  分類 291 

「体験できる」「四季を感じる」「種類がたくさん」「わざわざ行きたい」「花のある行事」

をテーマに、西日本の花名所を紹介。用語集、花名所データリスト等も掲載。 

データ:2012 年 11 月現在。 

 

― 歴史・地理 ― 

図説台湾の歴史 〔増補版〕 周 婉窈 ∥著 平凡社 222 

ヒトラーと第三帝国の真実  学研パブリッシング 234 

１８才から２３才までのひとり旅入門  ジャパンタイムズ 290 

世界で一番おもしろい地図の読み方大事典  青春出版社 290 

こどもとおでかけ３６５日 〔関西版２０１３〕  ぴあ 291 

『あなたの話し方はなぜ相手を怒らせるのか』 

植西 聰∥著  しりあがり 寿∥イラスト 

宝島社  分類 361 

話し方や言葉のつかい方がよくないと、人間関係でのトラブルが増えてしまう。「まった

く悪気はないのに、自分が話すとなぜか相手が怒ってしまう」という人に向けて、その

原因と対策を示す。 

― 社会科学 ― 

日本精神の復活 日下 公人 ∥著 ＰＨＰ研究所 304 

明治の政治家と信仰 小川原 正道 ∥著 吉川弘文館 312 

行政学 曽我 謙悟 ∥著 有斐閣 317 

これからすごいことになる日本経済 渡邉 哲也 ∥著 徳間書店 333 

新聞・テレビは「データ」でウソをつく 武田 邦彦 ∥著 日本文芸社 361 

社会保障便利事典 〔平成２５年版〕 週刊社会保障編集部 ∥編 法研 364 

シェアハウスで暮らす シェアパーク ∥監修 誠文堂新光社 365 

解説教育六法 〔２０１３〕 解説教育六法編修委員会 ∥編 三省堂 373 

兵士は起つ 杉山 隆男 ∥著 新潮社 392 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 4 月号 
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― 自然科学 ― 

真空の科学 木ノ切 恭治 ∥著 日刊工業新聞社 423 

化学版これを英語で言えますか？ 齋藤 勝裕 ∥著 講談社 430 

細胞のしくみ  ニュートンプレス 463 

シロアリ 松浦 健二 ∥著 岩波書店 486 

看取り先生の遺言 奥野 修司 ∥著 文藝春秋 494 

妻の病気の９割は夫がつくる 石蔵 文信 ∥著 マキノ出版 495 

食品成分表 〔２０１３本表編・資料編〕 香川 芳子 ∥監修 女子栄養大学出版部 498.5 

― 技術 ― 

モン・サン・ミシェル ジャン＝ポール ブリゲリ ∥著 創元社 523 

すてきな門まわり・カーポート  ブティック社 527 

３Ｄ技術が一番わかる 町田 聡 ∥著 技術評論社 547 

世界の艦船 ＮＯ．７７６（２０１３．４月号）  海人社 556 

― 手芸・料理 ― 

余り毛糸で編むあったか小物  ブティック社 594 

浜内千波の毎日一品お酢のおかず 浜内千波∥著 アスペクト 596 

― 産業 ― 

庭先でつくる果樹３３種 赤井 昭雄 ∥著 農山漁村文化協会 625 

はじめての自然農で野菜づくり 川口 由一 ∥監修 学研パブリッシング 626 

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿 〔’１３～’１４全国版〕  実業之日本社 645 

明治・大正・昭和の鉄道地図を読む 中村 建治 ∥著 イカロス出版 686 

― 芸術・スポーツ ― 

佐々木マキ見本帖 佐々木マキ∥著 メディアリンクス・ジャパン 726 

キャパの十字架 沢木 耕太郎 ∥著 文藝春秋 740 

こびとの住む街 〔１・２〕 スリンカチュ ∥著 創元社 748 

モダン・ライフと戦争 宜野座 菜央見 ∥著 吉川弘文館 778 

入門、初心者のためのはじめての詰碁  日本棋院 795 

『目でみることば』 

おかべ たかし∥文  山出 高士∥写真 

東京書籍  分類 812 

「阿吽の呼吸」「うだつが上がらない」「几帳面」「蓼食う虫も好き好き」「と

どのつまり」「埒が明かない」など、40 のことばの由来となったものを写真

で紹介。言葉の詳しい解説と関連情報も掲載。 

― 言語・文学 ― 

比喩表現の世界 中村 明 ∥著 筑摩書房 816 

児童文学の教科書 川端 有子 ∥著 玉川大学出版部 909 

― YA － 

わからん薬学事始 〔１〕 まはら 三桃 ∥著 講談社 Y 913 

サーティーナイン・クルーズ 〔１３〕  メディアファクトリー Y 933 
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－ 小説・エッセー － 

モグリ 安萬 純一 ∥著 幻冬舎 913.6 

糸車 宇江佐 真理 ∥著 集英社 913.6 

セクメト 太田 忠司∥著 中央公論新社 913.6 

沈黙の町で 奥田 英朗 ∥著 朝日新聞出版 913.6 

ハピネス 桐野 夏生 ∥著 光文社 913.6 

晩夏 今野 敏 ∥著 角川春樹事務所 913.6 

蜂蜜秘密 小路 幸也 ∥著 文藝春秋 913.6 

ローカル線で行こう！ 真保 裕一 ∥著 講談社 913.6 

やがて、警官は微睡（ねむ）る 日明 恩 ∥著 双葉社 913.6 

桜の首飾り 千早 茜 ∥著 実業之日本社 913.6 

定吉七番（セブン）の復活 東郷 隆 ∥著 講談社 913.6 

破邪の剣 鳥羽 亮 ∥著 徳間書店 913.6 

なぜ猫は旅をするのか？ 永嶋 恵美 ∥著 双葉社 913.6 

消えたなでしこ 西村 京太郎 ∥著 文藝春秋 913.6 

孤独の絆 藤田 宜永 ∥著 文藝春秋 914.6 

ザ・万字固め 万城目 学 ∥著 ミシマ社 914.6 

おとな小学生 益田 ミリ ∥著 ポプラ社 914.6 

脳残君ものがたり 脳残君∥著 二見書房 916 

とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 ジョイス キャロル オーツ ∥著 河出書房新社 933 

キャサリン・カーの終わりなき旅 トマス Ｈ．クック ∥著 早川書房 933 

― ビジネス・PC － 

できるＷｏｒｄ ２０１３ 田中 亘 ∥著 インプレスジャパン PC 007 

Ｗｉｎｄｏｗｓ８上級マニュアル 〔上巻〕 橋本 和則 ∥著 技術評論社 PC 007 

できるＥｘｃｅｌ ２０１３ 小舘 由典 ∥著 インプレスジャパン PC 007 

行動科学マネジメント入門 石田 淳 ∥著 ダイヤモンド社 BU 336.4 

労働組合運動とはなにか 熊沢 誠 ∥著 岩波書店 BU 366 

ローソンの告白 財部 誠一 ∥著 ＰＨＰ研究所 BU 673 

― 文庫・新書 ― 

つらい時に力をくれる「こころの名医」１００の言葉 保坂 隆 ∥監修 ＰＨＰ研究所 M 159.8 

さようなら、私 小川 糸∥著 幻冬舎 M 913.6 

逆恨みの春夜 早見 俊 ∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

本当に自分の人生を生きることを考え始めた人たちへ 銀色 夏生 ∥著 幻冬舎 M 914.6 

スケアクロウ 〔上・下〕 マイクル コナリー ∥著 講談社 M 933 

アイデアを脳に思いつかせる技術 安達 元一 ∥著 講談社 S 141 

経済の自虐主義を排す 三橋 貴明 ∥著 小学館 S 332 

「腸を温める」と体の不調が消える 松生 恒夫 ∥著 青春出版社 S 493.4 

自由とは、選び取ること 村上 龍 ∥著 青春出版社 S 914.6 

末期ガンと漢方 黒岩 祐治 ∥著 ＩＤＰ出版 S 916 
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～今月の予約ランキング～ 

１ ハピネス          桐野 夏生 

２ 望郷            湊 かなえ 

３ 桜ほうさら         宮部 みゆき 

３ 輝天炎上          海堂 尊 

５ 医者に殺されない４７の心得 近藤 誠 

５ ビブリア古書店堂の事件手帖〔４〕 

三上 延 

５ ローカル線で行こう！    真保 裕一 

８ 沈黙の町で         奥田 英朗 

９ 夢を売る男         百田 尚樹 

10 夜行観覧車         湊 かなえ 

10 プラチナデータ       東野 圭吾 

（タイトル） （出演等） （発売元） (分類) 

― 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！) － 

忍たま乱太郎  電通 DV 0 

河童のクゥと夏休み 原 恵一∥監督 脚本 松竹株式会社映像商品部 DV 0 

塔の上のラプンツェル ﾈｲｻﾝ ｸﾞﾚﾉ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 0 

まほろ駅前多田便利軒 大森 立嗣∥監督 脚本 アスミック DV 1 

怪談レストラン 落合 正幸∥監督 バンダイビジュアル DV 1 

タイタンの逆襲 ｼﾞｮﾅｻﾝ ﾘｰﾍﾞｽﾏﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

猿の惑星 ﾙﾊﾟｰﾄ ﾜｲｱｯﾄ∥監督 ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン DV 2 

私たちの幸せな時間 ｿﾝ ﾍｿﾝ∥監督 アミューズソフトエンタテインメント DV 2 

幸せの太鼓を響かせて 小栗 謙一∥監督 ａｂｌｅの会 DV 3 

ぐらぐらどーん！  ＨｉＨｉＲｅｃｏｒｄｓ DV 6 

はたらく車総集編 〔１・２〕   DV 6 

わらべうた 小林 衛己子∥唄 監修 Ｋｉｎｇ  Ｒｅｃｏｒｄ CD 0 

キッズソング  日本コロムビア CD 0 

こどものうた  ＮＩＰＰＯＮ  ＣＲＯＷＮ CD 0 

ぞうのババール ﾌﾗﾝｼｽ･ﾌﾟｰﾗﾝｸ∥曲  CD 1 

カーネギーホール・デビューＬＩＶＥ 辻井 伸行∥ﾋﾟｱﾉ エイベックス・マーケティング CD 1 

和ジャズ・プレイズ  ソウル 稲垣次郎とその仲間達∥ほか演奏 日本コロムビア CD 2 

ＭＤＮＡ ﾏﾄﾞﾝﾅ∥歌 ユニバーサルミュージック CD 3 

歌姫 〔セカンド・ステージ〕 永井 真理子∥ほか演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅｃｔ CD 3 

ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ 〔２００１－２００５〕 MR.CHILDREN∥演奏 トイズファクトリー CD 3 

ＴＵＬＩＰ  ４０ ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ∥演奏 ビクターエンタテインメント CD 4 

さんしのらくご 〔１～３〕 桂 三枝∥口演 ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ  Ｒ  ａｎｄ  Ｃ CD 7 

ザ・ベスト・オブ・シネマミュージック 久石 譲∥作曲 指揮 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ ﾋﾟｱﾉ ユニバーサルミュージック CD 9 
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図書館員のオススメ本 

『君の名残を』 

浅倉 卓弥∥著 宝島社  

幼馴染みの高校生、友恵と武蔵は、ある大雨の

夜、雷に巻き込まれ平安末期の世界へと飛ばされ

てしまう。それぞれ別の場所に飛ばされた二人は

やがて源平の合戦へと巻き込まれてゆく…。時代

の波に翻弄されながらも、愛する人を守るために

必死に生き抜いた二人の姿が胸を打つ、少し違う

視点から描かれた平家物語です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

４月１日から、泉北地域４市１町の図書館が利用可能になりました！ 

平成２５年４月１日(月)から、泉北地域図書館相互利用が開始されました。 

これにより、泉北地域の４市１町(堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町)にお住まいの方は、 

各市町の図書館で図書を借りることが可能になりました。 

【利用にあたって】 

利用したい市町の図書館が発行する「図書館カード」が必要です。(図書館カードは４市１町で共通するもの

ではありません。必ず利用したい市町の図書館でそれぞれ発行してください) 

 

これに伴い、現在カードをお持ちの泉大津市・高石市・忠岡町にお住まいの方(和泉市内在勤・在学の方を

除く)は、利用条件が貸出のみとなり、４月１日以降は予約・リクエストの受付ができなくなりました。 

また、平成２５年３月３１日(日)をもって現在お持ちの図書館カードが利用できなくなっています。恐れ

入りますが、切り替えの手続きをお願いいたします。その際は、古い図書館カードを必ずお持ちください。 

ご不便、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

Happy Birthday!! 

アンデルセン(４月２日) 

1805年、デンマーク出身の童話作家。 

14歳の時、俳優になるためコペンハーゲンへ行くも挫折。

その後、学業を学び 30歳の時に『即興詩人』を出版する。

この作品で大きな反響を得、文学の才を認められた。 

現在では童話の王様と称され、彼の作品は世界中で親し

まれている。代表的な作品に、『おやゆびひめ』、『マッチ

売りの少女』、『雪の女王』、『人魚姫』など。 

参考：『児童文学者人名事典』 

本屋大賞 
本屋大賞とは、2004 年に設立された文学賞です。一般

の文学賞とは違い、全国の書店員の投票によって選ば

れるという大きな特徴があります。 

『海賊とよばれた男』 百田 尚樹 

『きみはいい子』 中脇 初枝 

『屍者の帝国』 伊藤 計劃、円城 塔 

『晴天の迷いクジラ』 窪 美澄  

『世界から猫が消えたなら』 川村 元気 

『ソロモンの偽証』 宮部 みゆき 

『百年法』 山田 宗樹 

『ふくわらい』 西 加奈子  

『光圀伝』 冲方 丁 

『楽園のカンヴァス』 原田 マハ 

『６４』 横山 秀夫 

今年のノミネート作品はこちらの１１作品で、大賞は

４月９日(火)に発表されます。 

他の４月生まれの作家さん(敬称略) 

 

林真理子(１日)   宮尾登美子(13 日) 

有栖川有栖(26 日)  原ゆたか(28 日) 
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おおむかしのなかまたち 
私のとっておき結果発表！(13日～) 
マナー(～18日) 
彩り(20日～) 
兼業作家の本(４月中) 

うまれる，松岡達英 
子ども読書の日 
新たな季節。本ともステキな出会いをしてみませんか？ 

…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 



 

平成２５年度４月自動車文庫巡回予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(市内利用者の方) ― 

 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。 

― 和泉市立図書館ケイタイ用ＨＰ(ホームページ)をご利用ください ― 

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。 

右のコードからアクセス可能ですので、ご利用ください。 
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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 ℡４４－３０７１ 

開館時間 月～金曜…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 ℡５７－６６７０ 

開館時間 月～金曜…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）  ℡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  ℡９２－３８１１  開館時間 火～日曜…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。 

http://www.library.izumi.osaka.

jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP 


