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May 

ＩＳＢＮのちょい豆知識 

 一般に流通している本には、大抵「ＩＳＢＮ」という番号（コード）がつけられています。これは

「インターナショナル スタンダード ブック ナンバー」の略で、書名ごとに本の識別ができるよう

発行され、表示されています。この「ＩＳＢＮ」により、「どの国の、どの出版社の、なんという本か」

の特定がしやすくなりました。 

……というわけで、今回はその見方をご紹介します。 

（例） ９７８ － ４ － ×××× － ○○○○ － □ 

        （国記号）（出版者記号） （書名記号）（確認用記号） 

 知ってると、ちょっと得した気分になりませんか？ 

（ちなみに頭の「９７８」は、「書籍ＪＡＮコード」のルールに従ってつけられています） 

（参考サイト） 

「日本図書コード管理センター」http://www.isbn-center.jp/about/03.html 
 

 

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 

 

10 日(金) 17 日(金) 
６日(月) 13日(月) 

20日(月) 27日(月) 

31日(金) 

３日(金) ７日(火) 

13日(月) 20日(月) 

27日(月) 

 

 

4月 21日に、和泉図書館で特別行事「えほんをつくろう！」が 

行われました。 

たくさんの幅広い年代の方にご参加頂き、オリジナルの絵本づくりに 

挑戦していただきました！ 

 

みなさんそれぞれ色々なアイデアを盛り込んだオリジナル絵本が 

できあがり、賑やかな楽しい時間となりました！ 

 

ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました！ 

 

今後も各館、色々な行事を開催していきますので、お楽しみに！ 

 



 

 

 

１ 水  17 金 ○休プ 

２ 木  18 土  

３ 金 ○休南 19 日   

４ 土  20 月 ○休に、南 

５ 日 ★             21 火  

６ 月 ○休に 22 水  

７ 火 ○休南 23 木   

８ 水  24 金  

９ 木    25 土  

10 金 ○休和 26 日 ★       (和) 

11 土  27 月 ○休に、南 

12 日  28 火  

13 月 ○休に、南 29 水  

14 火  30 木  

15 水  31 金 ○休に 

16 木  
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紙ヒコーキを飛ばそう！ 

日時：５月５日(日)14：00～16：00 

場所：シティプラザ図書館内お話室 

及び図書館中庭「オアシス」 

お話室で紙ヒコーキを折って、図書館の中庭で 

飛ばそう！（雨の日はお話室の中のみ） 

 

 
おはなし会 

日時：５月 11日(土)11:00～11:30 

内容：ことりさん 

おやまのがっこう 

日時：５月１９日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「かさ」 

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 

ちいさなおはなし会(９日)・おはなし会(１８日) 

(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 (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５月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「ベストキッド 2010年版」 

         シティプラザ図書館「ぐるんぱのようちえん」です 

掘り出せ！化石発掘体験！ 

日時：5月 26日(日)14：00～15：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

対象：小学生 定員：３０名 参加無料 

申込：５月７日（水）から和泉図書館の 

カウンター、電話で受付します。 

キットを使って化石掘りをやってみよう！ 

当日は汚れてもいい服で来てくださいね。 

 

掘り出せ！   
化石発掘体験！ 

紙ヒコーキ を 

飛ばそう！ (プ) 

「織田作之助の世界」  

日時：５月 26 日（日）13：00～15：00 

場所：人権文化センター４階 第 1 研修室 

語り手：高橋俊郎さん 

定員：３０名 （保育なし） 

申込：４月 10 日（水）からにじのとしょかん 

カウンター、電話で受け付けています。 

詳細はにじのとしょかんへお問合せください。 

 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

ず・ぼん 〔１８〕  ポット出版 010 

本を読んだら、自分を読め 小飼  弾∥著 朝日新聞出版 019 

心理学大図鑑 キャサリン  コーリン∥ほか著 三省堂 140 

センス入門 松浦 弥太郎∥著 筑摩書房 159 

お金が教えてくれること 家入  一真∥著 大和書房 159.4 

神の文化史事典 松村  一男∥編 白水社 164 

『まわりの人と「うまく付き合えない」と感じたら読む本』 

心屋 仁之助∥著 

大和書房  分類 146 

自分に自信がない、引っ込み思案でうまく自分の気持ちを言えない、まわりへの不平不満

で「ゆとり」が少しもない…。そんな人に向けて、人間関係でつまずいたときの問題解決

法を紹介する。 

― 歴史・地理 ― 

世界史年表・地図 〔第１９版〕 亀井 高孝∥編 吉川弘文館 203 

穢れと神国の中世 片岡 耕平∥著 講談社 210.4  

１００分でわかる！ホントはこうだった日本現代史 〔１～３〕 田原 総一朗∥著 ポプラ社 210.7 

図説台湾の歴史 〔増補版〕 周 婉窈∥著 平凡社 222 

人と同じはおもろない 岸部 成治∥著 パレード 289 

日本地理学人物事典 〔近代編２〕 岡田 俊裕∥著 原書房 290 

☆関西☆オートキャンプ場ベストガイド 〔２０１３〕 アリカ∥著 メイツ出版 291 

『路上の義経』 

篠田  正浩∥著 

幻戯書房 分類 289 

被差別芸能者の禁足地に重なる源義経の貴種流離譚の足跡を追って、日本演劇史の劇的な

光景、鎌倉・南北朝・室町という激動の時代を生きた民衆の共同幻想、そして死後に誕生

したともいえる「実像」を浮き彫りにする。 

― 社会科学 ― 

略奪者のロジック 響堂  雪乃∥著 三五館 304 

政治社会学 〔第５版〕 加藤 秀治郎∥編 一藝社 311 

大災害と犯罪 斉藤 豊治∥編 法律文化社 326 

日本経済大逆転！ 中丸 友一郎∥著 徳間書店 332 

ハーバード大学特別講義リーダーシップが滅ぶ時代 バーバラ  ケラーマン∥著 ソフトバンククリエイティブ 361 

就活－人生の扉を開く 阪井  輝昭∥著 ブイツーソリューション 377 

世界基準で夢をかなえる私の勉強法 北川  智子∥著 幻冬舎 379.7 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 5 月号 
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― 自然科学 ― 

空想科学読本〔１３〕 柳田 理科雄∥著 メディアファクトリー 404 

ゼロから学ぶ統計力学 加藤 岳生∥著 講談社 421 

くらしを楽しむ七十二候 広田 千悦子∥著 アース・スターエンターテイメント 449 

雑草の呼び名事典 〔散歩編〕 亀田 龍吉∥写真 文 世界文化社 470 

よくわかる股関節・骨盤の動きとしくみ 國津 秀治∥著 秀和システム 491 

実録！あるこーる白書 西原 理恵子∥著 徳間書店 493.1 

薬草の科学 佐竹 元吉∥著 日刊工業新聞社 499 

『スカイツリーから目薬』 

関沢 正躬∥著 

岩波書店 分類 423 

転覆したボートをすばやく救うには? スカイツリーのてっぺんからの目薬の一滴はどこ

へ行く? 運動エネルギー、地球の自転など、力学に関するさまざまな物理現象を、簡単な

数学を用いて解説する。 

― 技術 ― 

五重塔の科学 谷村  康行∥著 日刊工業新聞社 521 

腕時計の世紀 河村 喜代子∥著 ワールドフォトプレス 535 

パナソニック・ショック 立石  泰則∥著 文藝春秋 540 

有機ＥＬに賭けろ！ 城戸 淳二∥著 ダイヤモンド社 549 

― 手芸・料理 － 

ちょこっとクロスステッチ＋８００ アンヌ ソイエ＝フルネル∥著 小学館 594 

おいしいご当地スーパーマーケット 森井 ユカ∥著 ダイヤモンド・ビッグ社 596 

『 MICRO 世界のヘンな建物』 

ルース スレイビッド∥編著  君塚 健太郎∥訳 

エクスナレッジ 分類 520 

「寝室・浴室・キッチンが、使われない時は回転して片づけられてしまう家」「サウ

ナのためだけの建物」「海風を受けて回転するシェルター」といった世界のマイクロ

アーキテクチャーを、写真や設計図などを交えて紹介する。 

― 産業 － 

ハーブ・スパイスの事典 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 617 

おいしく食べる山菜・野草 〔新版〕 高野 昭人∥監修 世界文化社 657 

あぁ、そういうことか！漁業のしくみ 亀井 まさのり∥著 恒星社厚生閣 661 

親が遺す不動産いちばん賢い対処法ズバリ！ 松浦 建二∥著 すばる舎 673 

― 芸術・スポーツ ー 

もっと知りたい円山応挙 樋口 一貴∥著 東京美術 721 

山本容子のアーティスト図鑑 山本  容子∥著 文藝春秋 735 

赤ちゃんのおひるねアート 青木 水理∥著 主婦の友社 748 

メンタリズムの罠 ダレン  ブラウン∥著 扶桑社 779 

羽生善治  日本将棋連盟 796 
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― 言語・文学 ― 

愛知県のことば  江端  義夫∥編 明治書院 818 

新・英語で日記を書いてみる 石原 真弓∥著 学研教育出版 836 

わが母時実新子 安藤  まどか∥著 有楽出版社 911.4 

謹訳源氏物語 〔９〕 紫式部∥著 祥伝社 913.3   

『明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち』 

山田 詠美∥著 

幻冬舎 分類 913.6 

ひとつの家族となるべく、東京近郊に移り住んだ 2 組の親子。それは幸せな人生作りの、

完璧な再出発かと思われた。しかし、“ある死”をきっかけに、家族は散り散りに行き場を

失い…。『ポンツーン』連載に加筆し書籍化。 

 

『闇医者おゑん秘録帖』 

あさの  あつこ∥著 

中央公論新社 分類 913.6 

哀しい子を身ごもった女たちが闇医者・おゑんをすがってやってくる。憔悴した患者を優

しく、時に厳しく受け入れるおゑん自身にも、実は哀しい過去があり…。しなやかな女の

強さと美しさの物語。『婦人公論』連載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

一路 〔上・下〕 浅田  次郎∥著 中央公論新社 913.6 

ガソリン生活 伊坂  幸太郎∥著 朝日新聞出版 913.6 

ガッツン！ 伊集院  静∥著 双葉社 913.6 

閃光スクランブル 加藤  シゲアキ∥著 角川書店 913.6 

岳飛伝 〔４〕 北方  謙三∥著 集英社 913.6 

母の発達、永遠に／猫トイレット荒神 笙野 頼子∥著 河出書房新社 913.6 

すれちがいが止まらない 菅野  日曜日∥著 青心社 913.6 

ライジング・ロード 高嶋 哲夫∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

肉骨茶 高尾 長良∥著 新潮社 913.6 

執着 堂場 瞬一∥著 角川書店 913.6 

悲痛伝 西尾 維新∥著 講談社 913.6 

蘭陵王の恋 平岩  弓枝∥著 文藝春秋 913.6 

螺旋の底 深木 章子∥著 原書房 913.6 

少年十字軍 皆川 博子∥著 ポプラ社 913.6 

評価と贈与の経済学 内田 樹∥著 徳間書店 914.6 

そこのけそこのけ仁鶴の女房が通る 岡本  隆子∥著 ヨシモトブックス 914.6 

いま、どこですか？ 小澤  征良∥著 新潮社 915.6 

透明な人参 莫言∥著 朝日出版社 923 

包囲 ヘレン  ダンモア∥著 国書刊行会 933 

ピレネーの城 ヨースタイン ゴルデル∥著 ＮＨＫ出版 949 
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～今月の予約ランキング～ 

１ 海賊とよばれた男〔上・下〕  百田  尚樹 

２ 桜ほうさら         宮部 みゆき 

３ 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 

 村上 春樹 

４ 舟を編む          三浦  しをん 

５ ガソリン生活        伊坂  幸太郎 

６ 一路〔上・下〕       浅田  次郎 

７ 夢を売る男         百田 尚樹 

８ 落英            黒川 博行 

９ 医者に殺されない４７の心得  近藤  誠 

10 ローカル線で行こう！        真保  裕一 

 

― ビジネス・PC － 

できるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ ２０１３ 井上 香緒里∥著 インプレスジャパン PC 007 

〈入門〉はじめてのデータベース 藤島 一月男∥著 技術評論社 PC 007 

ＬＩＮＥ完全活用ガイド アプリオ編集部∥著 ソフトバンククリエイティブ PC 547 

はじめてのｉＰａｄ  ｍｉｎｉ 小原  裕太∥著 秀和システム PC 548  

「ビジネスゲーム」から自由になる法 ロバート  シャインフェルド∥著 ヴォイス BU 159.4 

ヤバい経営学 フリーク ヴァーミューレン∥著 東洋経済新報社 BU 335.1 

労働者派遣の実務事典 小見山 敏郎∥著 労務行政 BU 366 

鈴木敏文のセブン－イレブン・ウェイ 緒方  知行∥著 朝日新聞出版 BU 673 

― 文庫・新書 ― 

図解早わかり！親鸞と浄土真宗 早島  大英∥監修 三笠書房 M 188 

夢が疾（はし）る 井川 香四郎∥著 文藝春秋 M 913.6 

迷い蝶 坂岡  真∥著 徳間書店 M 913.6 

悩み相談、ときどき、謎解き？ 成田  名璃子∥著 アスキー・メディアワークス M 913.6 

隠し絵の囚人 〔上・下〕 ロバート ゴダード∥著 講談社 M 933 

老荘思想の心理学 叢  小榕∥編著 新潮社 S 124 

お江戸日本は世界最高のワンダーランド 増田  悦佐∥著 講談社 S 382 

卵子老化の真実 河合 蘭∥著 文藝春秋 S 495 

くまモンの秘密 熊本県庁チームくまモン∥著 幻冬舎 S 601 

一生モノの英語勉強法 鎌田  浩毅∥著 祥伝社 S 830 

― YA － 

今、話したい「学校」のこと 藤原 和博∥著 ポプラ社 Y 141 

幸福トラベラー 山本  幸久∥著 ポプラ社 Y 913 

モナミは宇宙を終わらせる？ はやみね かおる∥著 角川書店 Y 913 

アラルエン戦記 〔３〕 ジョン フラナガン∥作 岩崎書店 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『トワイライト』 

重松 清∥著  文藝春秋 

「あのころの 21 世紀」はもっと輝いていた―

26 年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こすた

め再会した同窓生。あの頃光り輝いていた未来。

ジャイアン、のび太、太陽の塔、昭和を懐かしく

思い、どんどん吸い込まれるストーリーです。思

い描いていた未来とは違う、昔に戻りたいと感じ

ている方、是非どうぞ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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!! 

瀬戸内寂聴(5月 15日) 

旧名、瀬戸内晴美。 

東京女子大学在学中に結婚して中国に渡り、

一女をもうける。北京から引き揚げ後、離婚

し、創作活動に入る。昭和 31 年「女子大生・

曲愛玲」で新潮同人雑誌賞、「夏の終わり」で

女流文学賞、「花に問え」で谷崎潤一郎賞など

数々の賞を受賞する。最近では携帯小説にも

進出し、「ぱーぷる」の名で執筆している。  

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    

江戸川乱歩賞 

 江戸川乱歩賞は、公募の長編推理小説を対象

とした賞です。江戸川乱歩が基金を提供し、

1954 年に創設されました。創設当初は推理小

説界の功労者に贈られましたが、第３回から新

進推理作家の発掘と育成を目的とし、書き下ろ

し原稿を募集するようになりました。日本推理

作家協会が主催し、講談社とフジテレビが後援

しています。受賞作は「小説現代」７月号誌上

で発表され、講談社から刊行されます。 

昨年は高野史緒の『カラマーゾフの妹』が受

賞しました。過去には東野圭吾や鳥羽亮など、

現在人気の作家が江戸川乱歩賞を受賞してデ

ビューしています。 

(参考) 『日本の賞事典』 

日本推理作家協会ＨＰ 

他の５月生まれの作家さん(敬称略) 
 
樋口一葉(2 日)、レオ レオニ(5 日) 

井上靖(6 日)、さくらももこ(8 日) 
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ようかいあつまれ！ 
私のとっておき結果発表！ 

こども（～１６日） 
神社・仏閣（１８日～） 
ワールドツアー 色々な国を知ろう 

ぬれる，ピーター・シス 

病を知る 
さわやかな風に吹かれながら、読書を楽しみませんか？ 

…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５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 

15 15 16 16 
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