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 課題図書は毎年多くの方が利用されるため、下記の通り取扱いを変更させていただきます。

○ 取扱変更期間 ６月１５日～８月３１日  

○ 貸出期間は１週間 （延長はできません） 

○ 課題図書の貸出・予約はお一人様 １冊 

○ 課題図書の予約は窓口・お電話でのみ受付 

  （青い図書館カードの方のみ） 

また上記の期間中、今年の課題図書は窓口でのみ受付(本棚には並んでいません)となります。 
１人でも多くの方に利用していただくため、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。 

ご不明な点がありましたらお気軽にスタッフまでお問い合わせください。 

2013 年度の課題図書の一覧は、図書館だより P.６に載せています。 

 

 

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 

 

14 日(金) 21 日(金) 
３日(月) 10日(月) 

17日(月)24日(月) 

28日(金) 

３日(月) 7日(金) 

10日(月) 17日(月) 

24日(月) 

 

 「掘り出せ！化石発掘体験！」を開催しました 
５月２６日に、和泉図書館で特別行事「掘り出せ！化石発掘体験！」

が行われました。 

 

化石のできかたの講義や化石クイズのあと、 

キットを使って化石発掘 体験に挑戦してもらいました。 

固い砂に苦戦しつつも、最後には全員無事に 

アンモナイト（なんと本物の化石！）を掘り出すことができ、とても

盛り上がっていました。 

 

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 土  16 日  

２ 日  17 月 ○休に、南 

３ 月 ○休に、南 18 火   

４ 火  19 水   

５ 水             20 木  

６ 木  21 金 ○休プ 

７ 金  ○休南 22 土   

８ 土  23 日  

９ 日    24 月 ○休に、南 

10 月 ○休に、南 25 火        

11 火  26 水  

12 水   27 木  

13 木  28 金 ○休に 

14 金 ○休和 29 土  

15 土  30 日  
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おはなし会 

日時：６月８日(土)11:00～11:30 

内容：「かさをさして」 

おやまのがっこう 

日時：６月１６日(日)11:00～11:30 

内容：工作「たなばた」 

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 

(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(13 日)・おはなし会(15 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 

みんなでシネマ 

(プ)午後１時半～ 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６月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「レミーのおいしいレストラン」 

         シティプラザ図書館「ライアーライアー」です 

にじのとしょかんふれあいコンサート 

日 時：６月１６日（日） １４：００～（１３時３０分 開場） 

木管楽器とピアノアンサンブルの「アンサンブル・

ボアヴェール」の皆様に演奏頂きます。楽しいひと

ときを音楽とともにお過ごしください♪ 

（申込不要・参加無料） 

 

JR 和泉府中駅とフチュール和泉（和泉図書館）

をつなぐペデストリアンデッキが、５月２４日

(金)より開通しました！ 

デッキとつながっているフチュール和泉２F 自

動ドアのそばには、返却ポストが設置されてい

ます。２４時間ご利用いただけますので、閉館

時などはこちらにお返しください。 

待望のペデストリアンデッキ 

開通！！ 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

これからＩＴ業界で働く人のための情報処理技術の基本 矢沢  久雄∥著 日本実業出版社 007 

できる大人の話のネタ全書 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 049 

メモは嘘をつかない 根本  寛∥著 経済界 141 

運が良くなる！間取りとインテリアのＨＡＰＰＹ風水 紫月 香帆∥監修 エクスナレッジ 148 

人生に成功したい人が読む本 斎藤  一人∥著 ＰＨＰ研究所 159 

日蓮 渡辺 宝陽∥監修 平凡社 188 

『５０歳からラクになる人生の断捨離』 

やました  ひでこ∥著 

祥伝社  分類 159.7 

重たい荷物を下ろして、ごきげんな「自分のための人生」を始めよう! 全国各地で断捨離

セミナーを展開する著者が、自身の経験と多くのセミナー受講者の悩みから生まれた「人

生の断捨離」法を伝授する。 

― 歴史・地理 ― 

古田武彦・歴史への探究 〔１〕 古田  武彦∥著 ミネルヴァ書房 201 

図説平泉 大矢 邦宣∥著 河出書房新社 210.3 

沖縄が中国になる日 惠  隆之介∥著 育鵬社 219 

四月七日の桜 中田 整一∥著 講談社 289 

大阪古地図むかし案内 〔続々〕 本渡 章∥著 創元社 291 

― 社会科学 ― 

この世の偽善 曽野  綾子∥著 ＰＨＰ研究所 304 

はじめて学ぶ日本外交史 酒井 一臣∥著 昭和堂 319 

少子化論 松田 茂樹∥著 勁草書房 334   

ココが違う！東京大阪名古屋 平田  陽一郎∥著  絵 文芸社 361 

日本列島ハザードマップ 朝日新聞社∥著 朝日新聞出版 369.3 

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか？ 辻  太一朗∥著 東洋経済新報社 377 

鳩居堂の日本のしきたり豆知識 鳩居堂∥監修 マガジンハウス 386 

― 自然科学 ― 

本当に使えるようになる多変量解析超入門 加藤 剛∥著 技術評論社 417 

主役はダーク 須藤  靖∥著 毎日新聞社 443   

検証！首都直下地震 編集工房ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ∥編著 技術評論社 453 

田んぼの生き物図鑑 〔増補改訂新版〕 内山  りゅう∥写真  文 山と溪谷社 460    

毒の科学 船山 信次∥著 ナツメ社 491 

全部見えるスーパービジュアル消化器疾患 山本 雅一∥総監修 成美堂出版 493.4 

起立性調節障害がよくわかる本 田中 英高∥監修 講談社 493.9 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 6 月号 
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― 技術 ― 

断熱・防湿・防音が一番わかる 柿沼 整三∥監修 著 技術評論社 527 

だんぜんおもしろいクルマの歴史 堺 憲一∥著 ＮＴＴ出版 537 

「脱原発」が地方を滅ぼす 産経新聞九州総局∥著 産経新聞出版 540 

すてきなおばあさんのスタイルブック 田村  セツコ∥著 ＷＡＶＥ出版 589 

― 手芸・料理 － 

まっすぐ縫いのかんたん服  ブティック社 593 

フルーツブランデーのおいしいレシピ 平野 由希子∥著 世界文化社 596 

『127 人が選んだわたしの好きな育児書』 

〈月刊クーヨン〉編集部∥著 

クレヨンハウス 分類 599 

子育てで不安なとき、困ったとき、ちょっと相談できる友だちのような本がそばにあった

ら…。子育て中の 127 人が読んできた育児書 157 冊を紹介します。『月刊クーヨン』掲載

の特集記事に新たな内容を加えて単行本化。 

― 産業 － 

１鉢からはじめる花と緑のある暮らし 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 627   

アロワナ完全飼育 東 隆司∥著 誠文堂新光社 666 

なぜあの会社は安売りせずに利益を上げ続けているのか 松野 恵介∥著 実業之日本社 675 

コミュニティ交通のつくりかた 森栗  茂一∥編著 学芸出版社 681 

― 芸術・スポーツ ー 

ビアトリクス・ポターを訪ねるイギリス湖水地方の旅 北野 佐久子∥著 大修館書店 726 

上手くなる！水中写真 マリンフォト∥編集 水中造形センター 746 

頭と体をつかう「手作りおもちゃ」 築地制作所∥編著 ＰＨＰ研究所 750 

高峰秀子旅の流儀 斎藤  明美∥編 新潮社 778 

ヒカルの囲碁入門 〔問題集〕 石倉 昇∥著 集英社インターナショナル 795 

― 言語・文学 ― 

本当に「英語を話したい」キミへ 川島  永嗣∥著 世界文化社 807 

使える英語は「読む」から身につく英語楽読法 宇都出  雅巳∥著 大和書房 837 

ひたすら面白い小説が読みたくて 児玉  清∥著 中央公論新社 902 

歌は季につれ 三田  完∥著 幻戯書房 911.6 

― ビジネス・PC － 

調べるって楽しい！ 大串 夏身∥著 青弓社 PC 007 

Ｃ言語とＣ＋＋がわかる本 矢沢 久雄∥著 日経ＢＰ社 PC 007 

Ｊｗ＿ｃａｄ逆引きハンドブック 〔増補改訂新版〕 Ｏｂｒａ Ｃｌｕｂ∥ほか著 エクスナレッジ PC 501 

Ｗｅｂデザインの新しい教科書  こもり  まさあき∥共著 エムディエヌコーポレーション PC 547 

「ゲリラ戦」で勝つ！反撃経営 安恒  理∥著 すばる舎 BU 336.1 

知っておくと恥をかかない初対面の常識  サンクチュアリ出版 BU 336.4 

改正労働者派遣法がわかる本 加藤 利昭∥著 成美堂出版 BU 366 

お望みなのは、コーヒーですか？ ブライアン サイモン∥著 岩波書店 BU 673 
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『虎に食われた男』 

藤本  義一∥著 

幻戯書房 分類 913.6 

人生の苦さを味わった者だけが、タイガースファンになる―。「ひげの団長」こと元タイ

ガース私設応援団長・松林豊の見た戦後プロ野球史。男たちの熱狂と人生を描く長篇実

録小説。『スポーツニッポン』連載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

幻坂 有栖川 有栖∥著 メディアファクトリー 913.6 

銀行支店長、走る 江上 剛∥著 実業之日本社 913.6 

わたしは妊婦 大森兄弟∥著 河出書房新社 913.6 

真夜中のセロリの茎 片岡  義男∥著 左右社 913.6 

遠野物語ｒｅｍｉｘ 京極 夏彦∥著 角川学芸出版 913.6 

幸村去影 津本 陽∥著 徳間書店 913.6 

ログ・ホライズン 〔６〕 橙乃  ままれ∥著 エンターブレイン 913.6 

ボランティアバスで行こう！ 友井 羊∥著 宝島社 913.6 

夢幻花 東野 圭吾∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

美人薄命 深水  黎一郎∥著 双葉社 913.6 

ストレイヤーズ・クロニクル 〔ＡＣＴ－３〕 本多 孝好∥著 集英社 913.6 

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上  春樹∥著 文藝春秋 913.6 

９３番目のキミ 山田 悠介∥著 文芸社 913.6 

手のひらの砂漠 唯川  恵∥著 集英社 913.6 

さきちゃんたちの夜 よしもと  ばなな∥著 新潮社 913.6 

見上げた空の色 宇江佐 真理∥著 文藝春秋 914.6 

世界中で迷子になって 角田 光代∥著 小学館 914.6 

ごはんぐるり 西 加奈子∥著 ＮＨＫ出版 914.6 

私が日本人になった理由 ドナルド キーン∥著 ＰＨＰ研究所 930.2 

わたしが降らせた雪 グレース  マクリーン∥著 早川書房 933 

空気の名前 アルベルト  ルイ＝サンチェス∥著 白水社 963 

― 文庫・新書 ― 

人生のこつあれこれ 〔２０１２〕 よしもと  ばなな∥著 新潮社 M 913.6 

９９のなみだ・虹 リンダブックス編集部∥編著 泰文堂 M 913.6 

報復連鎖 濱  嘉之∥著 文藝春秋 M 913.6 

殿のどら焼き 牧  秀彦∥著 幻冬舎 M 913.6 

フランケンシュタイン家の双子 ケネス オッペル∥著 東京創元社 M 933 

人類哲学序説 梅原 猛∥著 岩波書店 S 104 

韓国葛藤の先進国 内山  清行∥著 日本経済新聞出版社 S 302.2 

やっぱりドルは強い 中北  徹∥著 朝日新聞出版 S 338 

こんなに怖い鼻づまり！ 黄川田  徹∥著 筑摩書房 S 496 

トッププロが打ち明けたゴルフ上達の裏ワザ 小林 一人∥著 双葉社 S 783.8   
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～今月の予約ランキング～ 

１ 夢幻花            東野  圭吾 

２ 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年        

 村上 春樹 

３ 海賊とよばれた男〔上・下〕 百田  尚樹 

４ 桜ほうさら         宮部  みゆき 

５ モンスター         百田  尚樹 

６ 舟を編む          三浦  しをん 

７ 永遠の０          百田 尚樹 

８ わりなき恋         岸  惠子 

９ ハピネス          桐野  夏生 

10 県庁おもてなし課        有川  浩 

 

― YA － 

宇宙はこう考えられている 青野 由利∥著 筑摩書房 Y 443 

１３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美∥著 海竜社 Y 590 

明日になったら あさの あつこ∥著 光文社 Y 913 
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図書館員のオススメ本 
『あやつられ文楽鑑賞』 

三浦 しをん//著 ポプラ社 

 これは、三浦しをんさんが文楽への愛を熱く語

った本です。私は、しをんさんの大ファンで、そ

れが高じて「文楽と恋愛」と題する講演会へ行っ

てきました。しをんさんは、文楽の知識が豊富で、

文章と同じようにお話しぶりもやんちゃで、とて

もチャーミングな女性でした。本書には、楽屋拝

見、作品のあらすじ（するどいツッコミ入り！）、

文楽にまつわる歌舞伎や落語体験記、文楽マジッ

ク等々、文楽を楽しむ方法が満載。初心者の鑑賞

の手引きとしても最適な一冊です。 

第５９回青少年読書感想文コンクール課題図書一覧 

小学校低学年 

 『メガネをかけたら』 くすのき しげのり∥作  たるいしまこ∥絵 小学館 

 『なみだひっこんでろ』 岩瀬成子∥作  上路ナオ子∥絵 岩崎書店 

『わたしのいちばんあのこの１ばん』アリソン  ウォルチ∥作  パトリス  バートン∥絵 ポプラ社 

『いっしょだよ』小寺卓矢∥写真・文 アリス館 

小学校中学年 

 『くりぃむパン』濱野京子・作  黒須高嶺・絵 くもん出版 

 『ジャコのお菓子な学校』ラッシェル  オスファテール∥作  風川恭子∥絵 文研出版 

 『こおり』前野紀一∥文  斉藤俊行∥絵  福音館書店 

 『ゾウの森とポテトチップス』横塚眞己人∥しゃしんとぶん そうえん社 

小学校高学年 

 『オムレツ屋へようこそ！』西村友里∥作  鈴木びんこ∥絵 国土社 

 『有松の庄九郎』中川なをみ∥作  こしだミカ∥絵 新日本出版社 

 『はるかなるアフガニスタン』アンドリュー  クレメンツ∥著 講談社 

 『永遠に捨てない服が着たい：太陽の写真家と子どもたちのエコ革命』今関信子∥著 汐文社 

中学校 

 『チャーシューの月』村中李衣∥作 佐藤真紀子∥絵 小峰書店 

 『フェリックスとゼルダ』モーリス  グライツマン∥著 あすなろ書房 

 『ぼくが宇宙人をさがす理由』鳴沢真也∥著 旬報社 

高等学校 

 『歌え！多摩川高校合唱部』本田有明∥著 河出書房新社 

 『ジョン万次郎海を渡ったサムライ魂』マーギー プロイス∥著 集英社 

『宇宙へ「出張」してきます：古川聡の ISS 勤務 167 日』 

古川聡 ・ 林公代・ 毎日新聞科学環境部∥著 毎日新聞社 
 

※6 月 15 日～8 月 31 日の課題図書の貸出については、p.1 をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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、泉北地域の各図書館で図書館カードが作れるようになりました。 

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できます。 

【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!! 

 風野潮（6月 23日) 
 

大阪府和泉市出身。 

主婦業のかたわら創作活動をはじめ、平成４

年ごろからファンタジー小説を書き始める。 

平成９年に長編小説「ビートキッズ」を執筆

し、講談社児童文学新人賞、野間児童文芸新人

賞、椋鳩十児童文学賞を受賞する。 

大学時代に吹奏楽部に所属した経験を持ち、

音楽を扱った作品が多数ある。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

    

対談などの呼び方のちょい豆知識 

二人の人が向かい合い、特定の問題について

話し合うことを対談といいますが、三人の人が

同じように話し合うことをなんというかご存

知ですか。 

答えは鼎談（ていだん）。鼎（かなえ）の脚

が３本であることから、そう言うようになった

そうです。 

では、４人以上で特定の問題について話し合

うことをなんといえばいいのでしょうか。 

これは座談だそうです。そういえば、雑誌など

で座談会のコーナーってありますよね。 

（参考） 

『広辞苑 第六版』 新村出∥編 岩波書店 

他の 6 月生まれの作家さん(敬称略) 

椎名誠(14 日)、池井戸潤(16 日) 
太宰治(19 日)、エリック・カール(25 日) 
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あめ ，？（はてな） 

衣替え（～20日） 
ＭＥＮ’Ｓ（22日～） 
日本文学 

かがみ，モンゴルの作家 

山へ行こう 

…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６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 
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