
 

 

「夏休み科学実験教室」を開催しました！  

８月２２日（木）シティプラザ図書館・和泉図書館で「夏休み科学実験教室 

光が生まれる仕組み～世界最強のＸ線レーザー施設ＳＡＣＬＡ
さ く ら

～」を開催しました。 

講師に理化学研究所の関口芳弘さんを迎え、1時間３０分にわたって講義と実験を交えながらの楽しい教室

となりました。講義はモニターによる電子の説明や、Ｘ線レーザー施設ＳＡＣＬＡの紹介、スーパーコンピ

ュータ「京」の説明など、とても興味深いお話をして下さいました。前で実演してくださった光を生み出す

実験に歓声があがり、みんな活発に意見を発表してくれました。最後に 1円玉と１０円玉を使ってＬＥＤ電

球をつける実験をしました。参加者全員が実験に成功し、とても喜んでもらえました。 

講師の関口芳弘さん、参加されたみなさま、お忙しい中ありがとうございました。 
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September 

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 

 

13日(金) 20日(金) 
２日(月) ９日(月) 

16日(月) 23日(月) 

27日(金) 30日(月) 

２日(月) ６日(金) 

９日(月) 17日(火) 

24日(火) 30日(月) 

桂吉弥 図書館寄席 無事終了！ 
８月３日（土）和泉図書館で落語会がありました。演者は桂吉弥さんです。 

演目は当日来て下さったお客さんの顔を見て決められるということだったので、 

一体どんなお噺が飛び出すのか、どきどきわくわく。 

そして期待いっぱいの当日、枕から大爆笑を巻き起こしてくれました。 

桂吉弥さん、参加されたみなさま、暑い中ありがとうございました。 
 

また、図書館からの質問で桂吉弥さんオススメの本を教えていただきました。 

下記の 5冊です。すべて図書館にありますので、ぜひ読んでみてください。 

『鉄道員（ぽっぽや）』浅田次郎∥著 『影法師』百田尚樹∥著 『火車』宮部みゆき∥著 

『先生はえらい』内田樹∥著  『おこだでませんように』くすのきしげのり∥作 石井聖岳∥絵 



 

 

 

１ 日  16 月 ○休に 

２ 月 ○休に、南 17 火 ○休南 

３ 火 ★第３回郷土学習会（和） 18 水  

４ 水   19 木   

５ 木            20 金 ○休プ 

６ 金 ○休南 21 土  

７ 土   22 日   

８ 日  23 月 ○休に 

９ 月 ○休に、南 24 火 ○休南 

10 火  25 水        

11 水  26 木  

12 木  27 金 ○休に 

13 金 ○休和 28 土   

14 土   29 日  

15 日  30 月 ○休に、南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：９月 14日(土) 11:00～11:30 

内容：「むかしむかし」 

おやまのがっこう 

日時：９月 22日(日)11:00～11:30 

内容：折紙「きょうりゅう」 

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 (12 日) ・おはなし会 (21 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(14 日)  

（プ）午後 2時～午後 2時 45分 地下１階多目的室 

みんなでシネマ (22 日) 

(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 

 

○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９月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「クライマーズ・ハイ」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「赤ずきんちゃん」 

みんなでシネマ「激流」         です。 
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上橋菜穂子さん講演会 
『物語との旅～作家になるまで、そして今～』 
日時：10月 27日(日)13：00～15：00 

場所：人権文化センター５階 和室大 

定員：４０名（保育あり） 

申込：9月 10日(火) 10：00～ 

   にじのとしょかんカウンターまたはお電話 

＜守り人＞シリーズや『獣の奏者』などの作者 

上橋菜穂子さんがにじのとしょかんに来ます！ 

お問合せ・申込はにじのとしょかんまで 

「知識探索サイト ジャパンナレッジ」利用サービス開始！ 

 ９月１日（日）より和泉図書館・シティプラザ図書館の２館の情報検索端末機で、オンラインデータ

ベース「知識探索サイト ジャパンナレッジ」がご利用いただけます。百科事典や外国語辞典、企業情

報など、様々なコンテンツから検索ができるようになります。ぜひ調べものにご活用ください。 

 ご利用の方は、情報検索端末機の申込の際にスタッフにお知らせください。 

※なお、同時期に複数のアクセスはできませんので、利用申込が重なった場合は受け付け順となります。 
 
詳しい使い方やご利用いただけるコンテンツについては、スタッフまでお問合せください。 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

子どもと読みたい１００冊の本  日経ＢＰ社 019   

朱子学 木下 鉄矢∥著 講談社 125 

ことば薬 主婦の友社∥編 主婦の友社 159   

神と仏の物語 小松 庸祐∥著 大法輪閣 162      

伊勢神宮の考古学 穂積 裕昌∥著 雄山閣 175 

知識ゼロからの南無阿弥陀仏入門 ひろ さちや∥著 幻冬舎 188   

『Ｑ・次の２つから生きたい人生を選びなさい ハーバードの人生を変える授業 2』 

タル  ベン  シャハー∥著 

大和書房 分類 159    

「先延ばしにする」のか「いまやる」のか、「わだかまりを残す」のか「許す」のか。日々

の選択を意識的に行い、その選択に基づいた行動を実際に起こせるように、さまざまなア

イデアやエピソードを紹介する。 

― 歴史・地理 ― 

敗者の古代史 森  浩一∥著 中経出版 210.3 

安部龍太郎「英雄」を歩く 安部 龍太郎∥著 日本実業出版社 210.4 

世界を変えた１０人の女性 池上 彰∥著 文藝春秋 280 

宮本常一 〔増補新版〕 佐野 眞一∥責任編集 河出書房新社 289   

北海道の山 伊藤 健次∥著 山と溪谷社 291 

マチュピチュ探検記 マーク アダムス∥著 青土社 296 

『大阪古地図パラダイス』 

本渡 章∥著 

１４０Ｂ 分類 291 

古地図は役に立たない。だけど心をゆたかにする。江戸時代に、古代の大阪の姿を想像し

て描いた地図や、電車の路線を詳しく書き込んだ地図など、大阪の古地図を紹介する。綴

じ込みの吉田初三郎「大阪府鳥瞰図」付き。 

― 社会科学 ― 

アメリカに渡った日本文化 寺澤 行忠∥著 淡交社 319 

法廷はことばの教室や！ 札埜  和男∥著 大修館書店 327 

投資信託はこの９本から選びなさい 〔最新版〕 中野  晴啓∥著 ダイヤモンド社 338 

終活の教科書 終活カウンセラー協会∥監修 辰巳出版 367.7 

今すぐ受けたい授業 朝日新聞文化くらし報道部∥編著 朝日新聞出版 375 

どうしたらうまくいく？きょうだい子育て コモ編集部∥編 主婦の友社 379.9 

妖怪百貨店別館 村上 健司∥文 毎日新聞社 388  

世界の軍用犬の物語 ナイジェル  オールソップ∥著 エクスナレッジ 395 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 9 月号 
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― 自然科学 ― 

これから研究を始める高校生と指導教員のために 酒井 聡樹∥著 共立出版 407 

面白くて眠れなくなる数学プレミアム 桜井 進∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 410 

天気の名前 森田  正光∥監修 世界文化社 451 

そして恐竜は鳥になった 土屋 健∥執筆 誠文堂新光社 488 

大・大往生 鎌田 實∥著 小学館 490 

皮膚科医が教える本当に正しい足のケア 高山 かおる∥監修 家の光協会 494 

エイズの起源 ジャック ペパン∥著 みすず書房 498.6 

『そらみみ植物園 』 

西畠 清順∥文 

東京書籍 分類 470 

世界で 2 番目に尻に似ている多肉植物、自殺するヤシ、史上初の経済バブル崩壊を

招いた球根、自ら温室になった高山植物…。プラントハンター・清順が、世界中の

様々な植物を、その裏側にあるおもしろい物語とともに図録で紹介。 

― 技術 ― 

ここまでわかったＰＭ２．５本当の恐怖 井上 浩義∥著 アーク出版 519 

リノベーションのルール 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 527   

ぼくは「しんかい６５００」のパイロット 吉梅 剛∥著 こぶし書房 558 

希望の現場メタンハイドレート 青山  千春∥著 ワニ・プラス 568 

― 手芸・料理 － 

週末で完成！花のコサージュ  アップルミンツ 594 

下味冷凍の万能レシピ 今泉 久美∥著 日東書院本社 596 

― 産業 － 

たまご大事典 高木 伸一∥著 工学社 648 

江戸創業金魚卸問屋の金魚のはなし 吉田 智子∥著 洋泉社 666    

皇室ゆかりの逸品《厳選４７》 鮫島  敦∥監修 辰巳出版 675 

稲盛和夫最後の闘い 大西 康之∥著 日本経済新聞出版社 687 

『ミクロの森 1 ㎡の原生林が語る生命・進化・地球』 

D.G.ハスケル∥著 

築地書館 分類 653 

草花、樹木、菌類、カタツムリ、鳥、コヨーテ…。アメリカ・テネシー州の原生林の中、

1 ㎡の地面を決めて、1 年間観察し続けた生物学者が、森の生きものたちのめくるめく世

界を描く。 

― 芸術・スポーツ ー 

はじめてのルーヴル 中野  京子∥著 集英社 706    

ハワイアントールペイント＆ステンシル  ブティック社 724 

はじめての釉薬 やきもの釉薬研究会∥編 廣済堂出版 751 

レジェンド・オブ・ロックスターズ  日経ＢＰ社 764    

知るだけで強くなる野球攻撃オペレーション入門 仁志 敏久∥監修 池田書店 783.7 
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― 言語・文学 ― 

できる大人のモノの言い方大全 〔ＬＥＶＥＬ２〕 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 809 

耳から覚えて！使える！韓国語単語ＢＯＯＫ 石田 美智代∥著 成美堂出版 829 

鑑賞日本の名歌 『短歌』編集部∥編 角川学芸出版 911.1 

シルバー川柳 〔満員御礼編〕 みやぎシルバーネット∥編 河出書房新社 911.4 

－ 小説・エッセー － 

『 こんなわたしで、ごめんなさい 』 

平  安寿子∥著 

実業之日本社 分類 913.6 

婚活を放棄した OL、対人恐怖症の美人、男性不信の巨乳女…。欠点や弱点、悪い癖を自

分から引きはがせずに、あがく女たちの悲喜こもごも。ユーモラスでシニカルな短編集。

『月刊ジェイ・ノベル』掲載を単行本化。 

『 千両かんばん 』 

山本 一力∥著 

新潮社 分類 913.6 

鬱屈した日々を過ごす看板職人・武市のもとへ大店から依頼が舞い込んだ。「目新しい趣向

を」との注文に途方に暮れるが、不意に閃いた前代未聞の看板思案に職人の血が沸き返る。

『季刊北國文華』連載「梅鉢」を改題し単行本化。 

世界地図の下書き 朝井  リョウ∥著 集英社 913.6 

奇譚を売る店 芦辺 拓∥著 光文社 913.6 

Ａｒｋｎｏａｈ 〔１〕 乙一∥著 集英社 913.6 

法服の王国 〔上・下〕 黒木 亮∥著 産経新聞出版 913.6 

硝子の探偵と消えた白バイ 小島 正樹∥著 講談社 913.6 

風に立つライオン さだ  まさし∥著 幻冬舎 913.6 

わたしをみつけて 中脇 初枝∥著 ポプラ社 913.6 

たぶんねこ 畠中  恵∥著 新潮社 913.6 

月神 葉室  麟∥〔著〕 角川春樹事務所 913.6 

ぼくの最高の日 はらだ  みずき∥著 実業之日本社 913.6 

爪と目 藤野  可織∥著 新潮社 913.6 

慧眼 本城 雅人∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

増山超能力師事務所 誉田  哲也∥著 文藝春秋 913.6 

赤目姫の潮解 森  博嗣∥著 講談社 913.6 

再会 諸田  玲子∥著 文藝春秋 913.6 

終わりと始まり 池澤  夏樹∥著 朝日新聞出版 914.6 

ほんじつ休ませて戴きます さかもと  けんいち∥著 主婦の友社 914.6 

美女入門金言集 林 真理子∥著 マガジンハウス 917 

ナラク ゴビンダ プラサド マイナリ∥著 希の樹出版 929 

緑衣の女 アーナルデュル インドリダソン∥著 東京創元社 949 

海底バール ステファノ ベンニ∥著 河出書房新社 973 
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～今月の予約ランキング～ 

１  ホテルローヤル       桜木  紫乃 

２  たぶんねこ         畠中 恵 

３  爪と目           藤野 可織 

４  死神の浮力         伊坂 幸太郎 

５  ようこそ、わが家へ     池井戸 潤 

６ オレたちバブル入行組    池井戸 潤 

７ オレたち花のバブル組    池井戸 潤   

８  泣き童子（わらし）     宮部 みゆき 

９  増山超能力師事務所     誉田 哲也 

10  高校入試           湊  かなえ 

 

― ビジネス・PC － 

任せてもらう技術 小倉 広∥著 実業之日本社 BU 159.4 

中小企業診断士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 西條 由貴男∥著 秀和システム BU 335.3 

最低賃金改革 大竹 文雄∥編著 日本評論社 BU 366 

はじめてのヤフオク！ Ｓｔｕｄｉｏノマド∥著 秀和システム BU 670 

ＳＱＬ逆引き大全３６３の極意 アシスト∥著 秀和システム PC 007 

クラウドからＡＩへ 小林 雅一∥著 朝日新聞出版 PC 007 

今すぐ使えるかんたんＷｉ‐Ｆｉ無線ＬＡＮ入門ガイド オンサイト∥著 技術評論社 PC 547 

あなたの家族がよろこぶｉＰａｄ生活入門 牧野  武文∥著 亜紀書房 PC 548 

― 文庫・新書 ― 

居酒屋コンフィデンシャル 水内 茂幸∥著 新潮社 M 312 

密計 稲葉  稔∥著 徳間書店 M 913.6 

アウトサイダー 深町  秋生∥著 幻冬舎 M 913.6 

真珠湾収容所の捕虜たち オーテス  ケーリ∥著 筑摩書房 M 916 

泥棒は几帳面であるべし マシュー ディックス∥著 東京創元社 M 933 

スマホ中毒症 志村  史夫∥著 講談社 S 007 

謎の古代豪族葛城氏 平林 章仁∥著 祥伝社 S 288 

里山資本主義 藻谷 浩介∥著 角川書店 S 332 

富士山 小山 真人∥著 岩波書店 S 453 

やっぱり見た目が９割 竹内  一郎∥著 新潮社 S 815 

― YA － 

日本国憲法を口語訳してみたら 塚田 薫∥著 幻冬舎 Y 323 

声をきかせて 樫崎 茜∥著 講談社 Y 913 

ぼくらの悪校長退治 宗田 理∥作 ポプラ社 Y 913 

夜はライオン 長薗  安浩∥著 偕成社 Y 913 
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図書館員のオススメ本 

『世界がわかる理系の名著』 
鎌田浩毅∥作 文藝春秋 

 

アインシュタインは、子どもの頃はどんな

子だったのでしょう？「種の起源」「昆虫記」

など、誰もが名前だけは知っているあの本が

世に出たバックグラウンドは･･･？ガリレオ

からワトソンまで、世界を変えた１４冊の本

を、京大人気教授の著者がとりあげ、わかり

やすく紹介した一冊。科学者の人物像が、よ

くわかります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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!! 

中川 李枝子（9月 29日) 

北海道札幌市出身の児童作家。昭和 31 年から約

15 年間、東京で保育士のかたわら女 5 人で児童文学

の同人誌「いたどり」をつくる。昭和 34 年に『い

やいやえん』を発表し、サンケイ児童出版文化賞・

野間児童文学賞推奨作品賞などを受賞。昭和 55 年

には『子犬のロクがやってきた』で毎日出版文化賞

を受賞した。主な著作に「ぐりとぐら」シリーズや

『そらいろのたね』『ももいろのきりん』など。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

    
他の９月生まれの作家さん(敬称略) 

なかにし礼(2 日)  曽野綾子(17 日) 
長新太(24 日)     歌野晶午 (26 日) 
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      本の装飾についての豆知識 

 本の中には、紙の上の部分に金箔をはりつけ

ているものがあります。これは「天金」といい、

もともとは本をほこりや湿気から守るための

ものでした。現在ではその役割は失われ、装飾

のために施されています。確かに、本の上部が

金色だと豪華に見えますよね。 

 また、本の上部だけではなく、下部や横にも

金箔をはりつけたものもあります。こちらは三

辺に金箔がはられているので「三方金」といい

ます。 

（参考） 

『本の情報事典』出版ニュース社 



 

平成２５年度９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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