
 

 

２日連続おはなし会、 

たくさんのご参加ありがとうございました！ 
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August 

 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(土)～８月３１日(土)  

○ 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 

 

9 日(金) 16 日(金) 
５日(月) 12日(月) 

19日(月) 26日(月) 

30日(金) 

２日(金) ５日(月) 

12日(月) 19日(月) 

26日(月)  

 ５周年記念 

７月１３日(土)・１４日(日)に、南部リージョンセンター 

図書室で「２日連続 おはなし会」が開催されました。 

 

絵本や歌をみんなで楽しんだあとは、エプロンシアターに 

パネルシアター、腹話術といつもとは違ったおはなし会でした。 

たくさんの笑顔とであい、５周年を迎えられたことに感謝です。 

 

ご参加いただいたみなさん、 

おはなしをご披露いただいた「やまびこ」のみなさん、 

本当にありがとうございました。 



 

 

 

 

１ 木  17 土  

２ 金 ○休南 18 日  

３ 土 ★桂吉弥図書館寄席(和) 
（受付終了しました） 

19 月 ○休に、南 

４ 日  20 火   

５ 月           ○休に、南 21 水  

６ 火  22 木 ★ 

７ 水    23 金   

８ 木  24 土  

９ 金   ○休和 25 日  

10 土  26 月      ○休に、南 

11 日  27 火  

12 月 ○休に、南 28 水   

13 火  29 木   

14 水   30 金 ○休に 

15 木  31 土  

16 金 ○休プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：8月 10日(土) 11:00～11:30 

内容：「どろろーん」 

おやまのがっこう 

日時：8月 18日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「かめ」 

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  

(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)集会室１・２ (プ) ３階学習室 1A・1B 

おりがみ教室 午後２時半～４時  

(和)集会室１・２  (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 (8 日) ・おはなし会 (17 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 
 

映画会 (和) 午後１時半～ 集会室１・２ 

○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) 
 

すくすくタイム (和)午前 10 時～正午 

おはなし会は午前 11 時～11 時 15 分 

和泉図書館・シティプラザ図書館８月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「アラジン」です。 

にじのとしょかん 夏休み行事 

８月４日(日) いっしょにひこうきを作ろう！ 

      かみしばいを楽しもう！ 

８月 10日(土)阿部恵さんの楽しいパネルシアター 

８月 11日(日)夏のおはなし会 

８月 16日(金)書庫の日  

８月 23日(金)手作りを楽しもう！ 

 詳細はにじのとしょかんまでお問合せください 
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夏休み工作 
教室  (プ) 
 

★  

 夏休み科学実験 
教室  (和・プ) 
 

夏休み科学実験教室「光が生まれる仕組み」 

８月 22日(木)に和泉・シティプラザ図書館で開催です! 

○シティプラザ図書館   10：30～12：00   地下１階多目的室 

○和泉図書館       14：00～15：30   集会室１・２ 

持ち物：１円玉・10円玉各７枚、筆記用具 

定員：各 30名   講師：関口芳弘さん（独立行政法人理化学研究所） 

対象：小学生以上(低学年は保護者の付き添いが必要です) 

受付開始：8月 12日(月)10：00～  窓口・電話にて先着順 

 参加したい図書館で申し込んでください。 

夏休み工作教室 

日時：８月５日(月)14：00～16：00 

場所：シティプラザ 

地下１階多目的室 

定員：100名  対象：小学生まで 

内容：しんぶんしパペット 

くるくるたこさん 

   きのぼりどうぶつ 

当日、整理券を配布しますので、 

13時 30分に地下１階多目的室前に

お集まりください。 

 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

図書館に通う 宮田  昇∥著 みすず書房 010 

内向型人間の時代 スーザン  ケイン∥著 講談社 141    

認めて励ます人生案内 増田 明美∥著 日本評論社 159 

出雲大社 千家  和比古∥編 柊風舎 175 

図説仏像の本  洋泉社 186 

― 歴史・地理 ― 

古代遺跡の七不思議  ニュートンプレス 209 

未盗掘古墳と天皇陵古墳 松木 武彦∥著 小学館 210.3 

幕末明治不平士族ものがたり 野口 武彦∥著 草思社 210.6    

ひと目でわかる「日中戦争」時代の武士道精神 水間 政憲∥著 ＰＨＰ研究所 210.7 

〈三越〉をつくったサムライ日比翁助 林  洋海∥著 現代書館 289 

古地図で歩く大阪歴史探訪ガイド ペンハウス∥著 メイツ出版 291 

― 社会科学 ― 

これからどうする 岩波書店編集部∥編 岩波書店 304 

〈Ｑ＆Ａ〉インターネット選挙 ネット選挙研究会∥編 国政情報センター 314 

現代の裁判 〔第６版〕 市川 正人 ∥著 有斐閣 327 

世界史の中の資本主義 水野 和夫∥編著 東洋経済新報社 332 

「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし 大日向 雅美∥著 東京堂出版 367.3   

「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう 税所  篤快∥著 飛鳥新社 379.9  

いますぐ使える！むすび方・しばり方 あたらしいやり方研究会∥編 学研パブリッシング 383 

『大地震を生き抜く４８の知恵 備えは万全か?』 

震災対策研究会∥編著  国崎 信江∥監修  

イースト・プレス  分類 369.3 

ちょっとした知恵があなたを救う! 大地震が襲ってきたときにどう対処したらいいのか、

普段からイザというときのためにどう備えておけばいいのかを、イラストで解説。「非常時

にこれだけは用意したいもの」など巻末付録つき。 

― 自然科学 ― 

子どもと読みたい科学の本棚 藤嶋 昭∥著 東京書籍 407 

地図の楽しみ方  洋泉社 448 

人類とカビの歴史 浜田 信夫∥著 朝日新聞出版 465 

日本のチョウ 久保田  修∥著 学研教育出版 486 

ゼロからわかる高血圧 西 裕太郎∥著 世界文化社 493.2 

認知症ケアこれならできる５０のヒント 奥村 典子∥著 クリエイツかもがわ 493.7 

看護の仕事がわかる本 菱沼 典子∥編著 日本実業出版社 498.1 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 8 月号 
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― 技術 ― 

ラジコン飛行機入門 〔エンジン編〕 池上 孝之∥著 電波実験社 507 

図解と事例でわかるスマートハウス 家入 龍太∥著 翔泳社 527 

トコトンやさしい配管の本 西野  悠司∥著 日刊工業新聞社 534 

すべてがわかる！「発酵食品」事典 小泉 武夫∥監修 世界文化社 588 

― 手芸・料理 － 

みんな大好き！ディズニーのフェルトマスコット 佐々木 公子∥著 ブティック社 594 

冷やシャリッ！凍らせレシピ チーム凍らせレシピ∥編 メディアファクトリー 596 

― 産業 － 

有機・無農薬おいしい野菜がたくさんできるアイデア１３０  学研パブリッシング 626 

日本と世界のＤｏｇ図鑑３４７種  メディアソフト 645 

メダカ飼育ノート 佐々木  浩之∥著  写真 誠文堂新光社 666 

難読・誤読駅名の事典 浅井 建爾∥著 東京堂出版 686 

― 芸術・スポーツ ー 

彫刻と戦争の近代 平瀬 礼太∥著 吉川弘文館 712 

スケッチの基本 山田 雅夫∥著 ナツメ社 725 

はじめての革のおさいふ  スタジオタッククリエイティブ 755 

「もう一日がんばる」勇気 振分 精彦∥著 日本文芸社 788 

お花をきれいに長く楽しむ本 日本華道社編集部∥編 日本華道社 793 

『負の世界遺産 記憶と歴史が物語る 人類が知っておかなければならない、もう一つ

の世界遺産!  』 

洋泉社 分類 709 

アウシュヴィッツ、原爆ドームや、ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争地、奴隷貿易の拠

点となったゴレ島など、人類の負の側面を記憶している 45 の世界遺産を、ビジュアルに

紹介する。 

― 言語・文学 ― 

テンとマルの話 芝原 宏治∥著 松柏社 811 

きっちり！恥ずかしくない！文章が書ける 前田  安正∥著 すばる舎 816 

このＴＯＥＩＣテスト本がすごい！ 浜崎 潤之輔∥著 中経出版 830 

こころ 谷川 俊太郎∥著 朝日新聞出版 911.5 

― ビジネス・PC － 

認定ＮＰＯ法人名鑑 〔２０１３年度版〕 『認定ＮＰＯ法人名鑑』編集部∥編著 技術評論社 BU 335.8 

企画立案の教科書 齊藤  誠∥著 阪急コミュニケーションズ BU 336.1 

仕事に必要なのは、「話し方」より「答え方」 鈴木 鋭智∥著 中経出版 BU 336.4 

外国人研修・技能実習生支援マニュアル 佐野 誠∥著 日本加除出版 BU 366 

わかるＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ  ２０１３ きたみ  あきこ∥執筆 学研パブリッシング PC 007 

今すぐ使えるかんたんＯｕｔｌｏｏｋ  ２０１３ 松田  真理∥著 技術評論社 PC 007 

できるＥｘｃｅｌ関数 尾崎 裕子∥著 インプレスジャパン PC 007 

ＹｏｕＴｕｂｅで小さく稼ぐ ＭＥＧＷＩＮ∥著 大和書房 PC 547 
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－ 小説・エッセー － 

『島はぼくらと  』 

辻村  深月∥著 

講談社 分類 913.6 

瀬戸内海の小さな島、冴島。朱里、衣花、源樹、新の 4 人は島に高校がないため、フェリ

ーで本土に通う。未婚の母の涙、I ターン青年の後悔、そして自らの淡い恋心…。17 歳、

ともに過ごす最後の季節を描く。 

家族写真 荻原  浩∥著 講談社 913.6 

天佑なり 〔上・下〕 幸田  真音∥著 角川書店 913.6 

土蛍 近藤  史恵∥著 光文社 913.6 

正義をふりかざす君へ 真保  裕一∥著 徳間書店 913.6 

銀河鉄道の彼方に 高橋  源一郎∥著 集英社 913.6 

恥も外聞もなく売名す 中路 啓太∥著 新潮社 913.6 

教場 長岡  弘樹∥著 小学館 913.6 

ドミノ倒し 貫井  徳郎∥著 東京創元社 913.6 

色 花村 萬月∥著 文藝春秋 913.6 

拝啓１７歳の私 蓮見 恭子∥著 角川春樹事務所 913.6 

ソウルメイト 馳  星周∥著 集英社 913.6 

ヨハネスブルグの天使たち 宮内  悠介∥著 早川書房 913.6 

世木一族 宮城 賢秀∥著 廣済堂出版 913.6 

お任せ！数学屋さん 向井  湘吾∥著 ポプラ社 913.6 

月下上海 山口  恵以子∥著 文藝春秋 913.6 

西瓜チャーハン 出久根  達郎∥著 潮出版社 914.6 

さよならは小さい声で 松浦  弥太郎∥著 清流出版 914.6 

ボケたっていいじゃない 関口 祐加∥著 飛鳥新社 916 

草の葉 ウォルト  ホイットマン∥著 みすず書房 931 

青玉（サファイア）は光り輝く ケルスティン  ギア∥著 東京創元社 943 

永遠のアダム ジュール  ヴェルヌ∥著 文遊社 953 

― 文庫・新書 ― 

世阿弥の言葉 土屋 恵一郎∥著 岩波書店 M 773 

恋の聖地 原田 マハ∥著 新潮社 M 913.6 

残月 高田  郁∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

極楽とんぼ事件帖 藤村  与一郎∥著 学研パブリッシング M 913.6 

桜夜の金つば 牧  秀彦∥著 幻冬舎 M 913.6 

日本型雇用の真実 石水 喜夫∥著 筑摩書房 S 366 

確率を知らずに計画を立てるな 内山 力∥著 ＰＨＰ研究所 S 417 

噛み合わせが人生を変える 日本顎咬合学会∥著 小学館 S 497 

「時刻表」はこうしてつくられる 時刻表編集部ＯＢ∥編著 交通新聞社 S 686    

ウルトラマンが泣いている 円谷 英明∥著 講談社 S 778 

5 



 

～今月の予約ランキング～ 

１  ホテルローヤル       桜木  紫乃 

２  泣き童子（わらし）     宮部  みゆき 

３  海賊とよばれた男〔上・下〕 百田  尚樹 

４  教場            長岡  弘樹 

５  オムレツ屋へようこそ！   西村  友里 

５  ジャコのお菓子な学校  

ラッシェル  オスファテール 

７  くりぃむパン        濱野  京子 

８  残月            高田  郁 

９  夢幻花           東野  圭吾 

10  島はぼくらと         辻村  深月 

― YA － 

絵師募集！ アンジー∥編 東京書籍 Y 726 

ゲンタ！ 風野 潮∥著 ほるぷ出版 Y 913 

負けないパティシエガール ジョーン バウアー∥著 小学館 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『おじさん図鑑』 
 なかむら るみ∥絵・文 小学館 

おじさんの仕草や言葉には、長年社会を歩い

てきた人生が詰まっている。その隠れた素晴ら

しさ、若者にはまだ備わっていない味わいを、

取材・観察してまとめたおじさんを楽しむガイ

ド。学生時代から、おじさんの奥深さ、面白さ、

味に興味を持つ著者のイラストにも注目です。 

思わず「クスッ」と笑ってしまう一冊。続編

もあり。 

 

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!! 

山村美紗（8 月 25 日) 
 

京都市立伏見中学の教壇に立ったのち、結婚

し、主婦に。42年頃から創作を始め、「死体は

クーラーが好き」が小説サンデー毎日新人賞候

補となり、49 年「マラッカの海に消えた」で本

格的にデビュー。京都を舞台にした作品を多く

執筆。また、作品の多くがテレビドラマ化され、

トリックの女王とよばれた。 

また、長女に女優の山村紅葉がいる。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

    

和泉市のガラス工芸について 
和泉市でガラス工芸に携わっている方を

お招きし、和泉市のガラス工芸についての

お話と、簡単なガラス玉を使った工作体験

を行います。 

９月３日（火）１４：００～１６：００ 
和泉図書館 集会室１・２ 
定員４０名（中学生以上） 
参加無料・事前申込制 

※当日は細かい作業がありますので 

眼鏡が必要な方はご持参ください。 

８月８日（木）１０：００から予約受付開始。 

和泉図書館カウンター、お電話で受付いたします。 

他の８月生まれの作家さん(敬称略) 

 中上 健次(2 日)、金原ひとみ(8 日) 

 川上未映子(29 日)、鳥羽亮(31 日) 
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平成２５年度８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、販売店等に設置されている 

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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