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July 

 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 

 

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) 16日(火) 

22日(月) 29日(月) 

 
 

桂吉弥 図書館寄席 
 

日時： ８月３日(土)14：00～15：15 

       （13：30より開場） 

場所  ：和泉図書館 集会室１・２ 

参加料 ：５００円 (当日ご用意ください) 

申込受付：７月１３日(土)９：00～ 

和泉図書館カウンターまたはお電話 
 

定員：８０名 （中学生以上） 

※お席は当日先着順になります。 

 

落語家桂吉弥さんが和泉図書館に来ます！ 

ワンコインで落語を楽しみませんか？ 

「点字にチャレンジ」 

点字で名刺をつくろう 
 

和泉図書館で点字教室が開催されます。 
 

日時：7月３１日(水)10：00 ～12：00 

           13：00 ～15：00 

場所：和泉図書館 ミーティングルーム 

対象：小学生 
 

点字で自分の名前が書かれた名刺を作ってみま

せんか？参加申込不要・無料ですので、ぜひご

参加ください！ 

 



 

 

 

 

１ 月 ○休に、南 17 水  

２ 火  18 木  

３ 水  19 金 ○休プ 

４ 木  20 土   

５ 金             ○休南 21 日  

６ 土  22 月 ○休に、南 

７ 日   23 火   

８ 月 ○休に、南 24 水  

９ 火    25 木  

10 水   26 金       ○休に 

11 木  27 土  

12 金 ○休和 28 日      ★ 

13 土  29 月 ○休に、南 

14 日   30 火  

15 月 ○休に 31 水  ★     (和) 

16 火 ○休南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部 RC 五周年記念おはなし会 

日時：7月 13日(土) 11:00～11:30 

   7月 14日(日) 11:00～11:30 

おやまのがっこう 

日時：7月 21日(日)11:00～11:30 

内容：工作「うちわ」 

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 (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 (11 日) ・おはなし会 (20 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 (13 日) 

夏休みこども映画会（30 日） 

(プ)午後２時～ 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７月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「バック・トゥ・ザ・フューチャー」 

シティプラザ図書館こどものための映画会(13日)「ちいさなきいろいかさ」 

夏休みこども映画会(30日)「ミッキー・ドナルド・グーフィーの三銃士」です 

にじのとしょかんまつり 

日時：７月２１日(日) 13：00 ～15：00 

場所：ゆうゆうプラザ １階大会議室 

定員：３００人 

申込：６月９日（日）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。 

巨大絵本やダンボールのおうちで遊ぼう！ 

本のリサイクルもあります。 

夏休みこども工作教室 

日時：7月 28日(日) 10：00 ～12：00 

場所：和泉図書館集会室 1・2   対象：小学生 

内容：牛乳パックの絵合わせ 

   パタパタこんちゅう 

   絵本コーナーに花火をうちあげよう！ 

参加申込不要・無料です。 

当日ははさみを持ってきてくださいね。 

夏休みこども 
工作教室(和) 

てんじに 
チャレンジ！ 

夏休み読書感想文おたすけ袋 

期間：７月２０日（土）～７月３１日（水） 

場所：シティプラザ図書館 児童コーナー 

夏休みの宿題、「読書感想文」の手助けに、 

図書館スタッフが選んだ本、３冊を貸出します。 

１００セットご用意しています。 

なくなり次第終了です。 
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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!! 

村山 由佳（７月１０日) 
 

東京都出身の童話作家・小説家。立教大学文

学部卒業。不動産会社勤務、塾講師などを経て、

執筆活動に入る。 

『天使の卵（エンジェルス・エッグ）』で小

説すばる新人賞を受賞。『星々の舟』で直木賞

受賞。『ダブル・ファンタジー』で柴田錬三郎

賞、島清恋愛文学賞、中央公論文芸賞を受賞。

主な著書に「おいしいコーヒーのいれ方」シリ

ーズなどがある。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

    

俵万智のちょい豆知識 

７月６日、何の記念日かご存知ですか？ 

１９８７年に俵万智が発表したベストセラー歌

集「サラダ記念日」の一首、 

「『この味がいいね』と君がいったから７月６日

はサラダ記念日」をもとにサラダ記念日に制定さ

れています。 

この歌集の発売をきっかけに「記念日」という言

葉が一般的に定着しました。 

記念日って、今では毎日のようにありますが、意

外と定着したのは最近なんですね。 

（参考） 

『この日何の日』 秀和システム 

 

他の７月生まれの作家さん(敬称略) 

池澤夏樹(7 日)、堺屋太一(13 日) 

C.W.ニコル(17 日)あきやまただし(23 日) 
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平成２５年度７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。 

 

 

 

 

 

8 

★☆★☆★！！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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今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

私が目覚める、読書案内。 フィガロジャポン編集部∥編 阪急コミュニケーションズ 019 

そのとき、本が生まれた アレッサンドロ  マルツォ  マーニョ∥著 柏書房 023 

史上最強図解よくわかるフロイトの精神分析 久能 徹∥編著 ナツメ社 146 

『稼ぐ力』を養うお金の教え６０ Ｍａｙｕｈｉｍｅ∥著 扶桑社 159    

ひとりで暮らす求めない生き方 香山 リカ∥著 講談社 159.6    

ミステリアス・ケルト 〔新版〕 ジョン シャーキー∥著 平凡社 163 

― 歴史・地理 ― 

一冊でわかるイラストでわかる図解古代史 成美堂出版編集部 ∥編 成美堂出版 210.3 

ヨーロッパ文明の正体 下田 淳∥著 筑摩書房 230 

世界の国旗ビジュアル大事典 〔第２版〕 吹浦 忠正 ∥著 学研教育出版 288 

１００歳、ずっと必要とされる人 福井 福太郎∥著 日経ＢＰ社 289 

気持ちのいい聖地 〔関西編〕 フェルニッチ∥著 青幻舎 291 

― 社会科学 ― 

リスクとの遭遇 植村 修一∥著 日本経済新聞出版社 301 

境界をめぐるトラブル解決法〔２０１３増補版〕 芥川 基∥著 自由国民社 324 

円安対応！ＦＸ初心者ＢＯＯＫ  ダイアプレス 338 

実務に活かす印紙税の知識 〔改訂４版〕 木村 剛志 ∥著 税務研究会出版局 345 

認知症ケアやさしい住まい・暮らしの工夫 大島 千帆∥著 家の光協会 369.2 

障がい児の子育てサポート法 加藤 博之∥著 青弓社 378 

お墓に入りたくない！散骨という選択 村田 ますみ∥著 朝日新聞出版 385   

『羽 進化が生みだした自然の奇跡』 

ソーア ハンソン∥著  黒沢 令子∥訳 

白揚社  分類 488 

羽毛恐竜の化石、飛行機の翼、アポロ 15 号の羽実験、羽飾りや羽ペン…。羽はどのよう

に進化し、利用されてきたのか? 進化・断熱・飛行・装飾・機能の面から、謎多き羽の世

界を探求する。 

― 自然科学 ― 

いま地球には不気味な変化が起きている クライメート セントラル∥著 柏書房 451 

史上最強図解これならわかる！分子生物学 渡邊 利雄 ∥著 ナツメ社 464 

季節・生育地でひける野草・雑草の事典５３０種 金田 初代 ∥文 西東社 470 

繭ハンドブック 三田村 敏正∥著 文一総合出版 486 

トリセツ・ヤマイ 海堂 尊∥著 宝島社 492 

子供をゲーム依存症から救う精神科医の治療法 岩崎 正人∥著 データハウス 493.9 

今から始める「寝たきりにならない体」のつくり方 鄭 雄一∥著 三笠書房 498.3 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 7 月号 
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― 技術 ― 

自然界はテクノロジーの宝庫 石田  秀輝∥著 技術評論社 504 

鉄道と電車の技術 広岡 友紀∥著 さくら舎 516 

停電が一番わかる 大嶋 輝夫∥著 技術評論社 540     

最新鉄鋼業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 川上 清市∥著 秀和システム 564 

― 手芸・料理 － 

手づくりで、かわいい子どものキモノ 福永 紀美子∥著 ＰＨＰ研究所 593 

すし図鑑 藤原 昌高∥著 マイナビ 596.2 

― 産業 － 

品種改良の日本史 鵜飼 保雄∥編 悠書館 615 

北欧と英国のアーティストたちの庭 ジュウ  ドゥ  ポゥム∥著 ジュウ・ドゥ・ポゥム 629 

はじめての海水魚飼育 季刊マリンアクアリスト編集部∥編 エムピージェー 666 

マスコットキャラクター図鑑 リンクアップ∥著 グラフィック社 674 

『モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん  修復家・岩井希久子の仕事』 

岩井 希久子∥著 

美術出版社 分類 724 

名画も年をとれば病気になります―。修復家として文化遺産を未来に残す仕事をしてきた

著者が、修復家への道のり、修復方法、日本の美術館の問題など、絵画修復の現場を語る。

宮本信子、秋元雄史との対談、コラムも収録。 

― 芸術・スポーツ ー 

夢いろチョークアート 佐藤 真理∥著 日貿出版社 725 

今すぐ使えるかんたんビデオ編集＆ＤＶＤ作り リンクアップ∥著 技術評論社 746 

あじわい夕日新聞 原  由子∥著 朝日新聞出版 767 

自伝小橋建太 小橋 建太∥著 ベースボール・マガジン社 788 

はじめて学ぶ茶花 世界文化社∥著 世界文化社 791 

― 言語・文学 ― 

字幕屋のニホンゴ渡世奮闘記 太田  直子∥著 岩波書店 801 

天声人語 〔２０１３春〕 朝日新聞論説委員室∥編 原書房 837 

日本文学史 〔古代・中世編〕 小峯 和明∥編著 ミネルヴァ書房 910.2 

ランドセル俳人の五・七・五 小林 凛 ∥著 ブックマン社 911.3 

― ビジネス・PC － 

仕事が取れるすごい名刺交換５つの鉄則 福田 剛大∥著 学研パブリッシング BU 336.4 

仕事のカタログ 〔２０１４－１５年版〕  自由国民社 BU 366 

ちょっとの工夫で仕事がぐんぐんはかどるビジネスメール術 平野 友朗∥著 主婦の友社 BU 670 

賢人の会議術 川口 淳一郎∥監修 幻冬舎 BU 809 

コーディングを支える技術 西尾 泰和∥著 技術評論社 PC 007 

パソコンの困ったを即効解決する本 Ｓｔｕｄｉｏノマド∥著 秀和システム PC 007 

今すぐ使えるかんたんインターネット＆電子メール 技術評論社編集部∥著 技術評論社 PC 547   

賢く使う！Ｗｉ‐Ｆｉ＆ＬＴＥ＆テザリング 日経ＰＣ２１∥編 日経ＢＰ社 PC 547 
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『多助の女 盗賊火狐捕物控』 

村木 嵐∥著 

実業之日本社 分類 913.6 

江戸下町で起きた押し込み強盗。八丁堀同心・源之進は、その首謀者を町でも評判の火消・

多助と睨む。表と裏の顔を使い分け、隙を見せない多助を追い詰めることはできるのか。

『月刊ジェイ・ノベル』掲載を単行本化。 

－ 小説・エッセー － 

レーン あさの あつこ∥著 幻冬舎 913.6 

□ 阿部 和重∥著 リトルモア 913.6 

余命１年のスタリオン 石田  衣良∥著 文藝春秋 913.6 

あずかりやさん 大山 淳子∥著 ポプラ社 913.6 

グランドマンション 折原 一∥著 光文社 913.6 

暮れていく愛 鹿島田 真希∥著 文藝春秋 913.6 

クローズアップ 今野 敏 ∥著 集英社 913.6 

第四権力 高杉 良∥著 講談社 913.6 

古都千年の殺人 西村  京太郎∥著 双葉社 913.6 

東京ダンジョン 福田 和代∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

風屋敷の告白 藤田 宜永 ∥著 新潮社 913.6 

聖なる怠け者の冒険 森見  登美彦∥著 朝日新聞出版 913.6 

来春まで 諸田 玲子 ∥著 新潮社 913.6 

友罪 薬丸  岳∥著 集英社 913.6 

愛に乱暴 吉田  修一∥著 新潮社 913.6 

ぢぢ放談 〔激闘篇〕 永 六輔∥著 創出版 914.6 

歳月がくれるもの 田辺 聖子∥著 世界文化社 914.6 

美女と呼ばないで 林 真理子 ∥著 マガジンハウス 914.6 

実録・中国投資家地獄めぐり 大島 賢洋∥著 太田出版 916 

ジュリアとバズーカ アンナ カヴァン∥著 文遊社 933 

シスターズ・ブラザーズ パトリック デウィット∥著 東京創元社 933 

― 文庫・新書 ― 

シークレット・レース タイラー ハミルトン ∥著 小学館 M 786 

夢をつなぐ風になれ 小瀬木  麻美∥著 ポプラ社 M 913.6 

甲州隠密旅 幡 大介∥著 双葉社 M 913.6 

女義士 和久田  正明∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

人間和声 ブラックウッド ∥著 光文社 M 933 

非社交的社交性 中島  義道∥著 講談社 S 104   

新・ローマ帝国衰亡史 南川 高志 ∥著 岩波書店 S 232 

細野真宏の世界一わかりやすい投資講座 細野  真宏∥著 文藝春秋 S 338 

登山の哲学 竹内 洋岳∥著 ＮＨＫ出版 S 786 

頭が良くなる議論の技術 齋藤 孝∥著 講談社 S 809 
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～今月の予約ランキング～ 

１ 夢幻花           東野  圭吾 

２ 海賊とよばれた男 上・下  百田  尚樹 

３ 友罪            薬丸  岳 

４ 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 

村上  春樹 

５ 愛に乱暴          吉田  修一 

６ 永遠の０          百田  尚樹 

７ 夢を売る男         百田  尚樹 

８ クローズアップ       今野  敏 

９ 聖なる怠け者の冒険     森見  登美彦 

10 野心のすすめ        林 真理子 

 

― YA － 

会社のしごと 〔４〕 松井 大助∥著 ぺりかん社 Y 366 

学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 Y 760 

お面屋たまよし 〔２〕 石川 宏千花∥著 講談社 Y 913 
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図書館員のオススメ本  
『ファンタージエン』シリーズ 

ソフトバンククリエイティブ  
  
ミヒャエル・エンデの小説『はてしない物語』

から派生した、シェアードワールド小説です。

（シェアードワールドとは、同じ世界設定で複

数の作者が執筆している作品の事です。） 

原作の前史や、その舞台である、ファンタージ

エンにおける別の物語など、複数の作家、様々

な時系列・登場人物で描いた小説。 

ミヒャエル・エンデの小説『はてしない物語』

とはまた違う面白さのある一冊です。 

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。 


