
 

 

今年も秋祭りの季節がやってまいりました。 

府中町周辺では下記の通り曳行が行われますので、交通規制等には十分にお気をつけください。 

 

１０月 ６日（日）試験曳き 昼１時～夕方４時まで 

１０月１２日（土）宵宮   朝６時～夜１０時まで 

１０月１３日（日）本宮   朝６時～夜１０時まで 

 

なお、１３日（日）１１時から１８時まで和泉だんじり連合パレードに伴い  

和泉府中駅周辺道路は車両進入禁止となるため、 

和泉図書館へは車での来館ができませんので、ご注意ください。 

また、祭りの期間中、フチュール和泉へつながる歩行者デッキも通行止めとなります。  

あらかじめご了承ください。 
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October 

第３回和泉市郷土学習会「和泉市のガラス工芸」 

 

９月３日（火）和泉図書館で第３回郷土学習会が開かれました。 

講師に井阪硝子製作所の井阪浩明さんをお招きし、 

和泉市の特産品であるガラス工芸についての講義と、 

和泉市産のガラス玉を使ったストラップ作りを行いました。 

前半の講義では、井阪さんの解説を交えながらガラス工芸の歴史と 

工芸品制作の様子のビデオを視聴しました。実際に和泉市ブランドの 

ガラス工芸に携わっている方からの貴重なお話を聞くことができました。 

ストラップ作りでは、小さなガラス玉や細かい部品に苦戦しながらも、 

きれいなストラップを完成させることができました。 

講師の井阪さん、参加されたみなさま、ありがとうございました。 

 

 ◆だんじりにともなう交通規制・歩行者デッキ通行止めのお知らせ◆ 

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 

 

11日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

18日(金) 
７日(月) 14日(月) 

21日(月) 25日(金) 

28日(月) 

４日(金) ７日(月) 

15日(火) 21日(月) 

28日(月) 

 



 

 

 

１ 火  17 木  

２ 水   18 金 ○休プ 

３ 木  19 土  

４ 金 ○休南 20 日 ★       (和)  

５ 土            21 月 ○休に、南 

６ 日   22 火  

７ 月 ○休に、南 23 水    

８ 火  24 木  

９ 水   25 金 ○休に  

10 木  26 土       

11 金         27 日 ★ハロウィン工作教室（和） 

12 土  28 月 ○休に、南 

13 日  29 火   

14 月 ○休に 30 水   

15 火 ○休南 31 木  

16 水  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：10月 12日(土) 11:00～11:30 

内容：「おたより」 

おやまのがっこう 

日時：10月 20日(日)11:00～11:30 

内容：工作「ハロウィン」 

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 (10 日) ・おはなし会 (19 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 
 

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 

 

 
 

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１０月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「怪盗グルーの月泥棒」です。 

 

※シティプラザ図書館の映画会は、お休みです。 
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手づくり人形 
「そらまめくんのベッド」をつくろう！ 
日時：10月 11日（金）13:30～16:30 

場所：シティプラザ ３階学習室１－Ａ 

費用：５００円  定員：１２人 

対象：針、糸で裁縫ができる人 

内容：絵本「そらまめくんのベッド」のベッド、 

そらまめくんを手袋で作ります。 

申込：１０月６日（日）午前９時よりシティプラザ 

図書館カウンターまたは電話にて受付開始 

子どもの教育費  

なぜなにセミナー 

手づくり人形「そらまめくん  
のベッド」をつくろう!(プ) 

 

ビジネス講座「子どもの教育費なぜなにセミナー」 

日時：10月 20日(日) 13：00～14：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

講師：橋本 博之さん（日本政策金融公庫） 

定員：60名 参加費：無料 

申込：10月５日(土) ～10月 16日(水) 

和泉図書館カウンターまたはお電話にて受付 

教育費や教育ローンについて学んでみませんか？ 

ハロウィン工作教室 

日時：10月 27日(日)10：00 ～12：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２  参加無料 

内容：ハロウィンバッグ 

   ビックリおばけ 

   ハロウィンコスチュームをつくろう！ 

撮影スペースもあるよ！仮装して写真を撮ろう！ 

★ ○休和 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

知る・学ぶ 大橋 完太郎∥編 世界思想社 002 

疎開した四〇万冊の図書 金高  謙二∥著 幻戯書房 016 

絵本屋さんがおすすめする絵本１００ 柿田  友広∥監修 マイルスタッフ 019   

思考力 外山 滋比古 ∥著 さくら舎 141 

６０歳から下手な生き方はしたくない 川北 義則 ∥著 大和書房 159.7 

山伏ノート 坂本 大三郎∥著 技術評論社 188 

『スマートに生き抜くための大人のマナーと作法大全』 

成美堂出版編集部∥編 

成美堂出版 分類 031 

運命の人との出会い方、成長を促す叱り方、幸せを呼び込む部屋づくり、猛獣と遭

遇しても死なない方法…。人生を楽しくスマートに生き抜くための、大人のマナー

と作法 270 をイラストで解説する。 

― 歴史・地理 ― 

ヴァスコ・ダ・ガマの「聖戦」 ナイジェル  クリフ∥著 白水社 209 

朝鮮人のみた中世日本 関  周一∥著 吉川弘文館 210.4 

シベリア抑留全史 長勢 了治∥著 原書房 210.7 

スコットランド「ケルト」の誘惑 武部 好伸 ∥著 言視舎 233 

手から心へ 河邑 厚徳∥著 吉川弘文館 289 

青春１８きっぷパーフェクト・ガイド 〔２０１３－２０１４〕 谷崎 竜∥著 イカロス出版 291 

― 社会科学 ― 

イスラーム基本練習帳 山内  昌之∥監修 大和書房 302.2 

ネット時代の地方自治 久元 喜造 ∥著 講談社 318 

この１冊で相続のことがまるごとわかる本 生島 ヒロシ∥著 大和書房 324 

〈超入門〉説明術 木山 泰嗣∥著 日本実業出版社 361   

介護に役立つ医学知識ハンディ辞典 寺田  正∥著 西東社 369.2 

おばけの作り方教えます 芳賀 哲 ∥著 一声社 376 

カレーの歴史 コリーン テイラー ラーセン∥著 原書房 383 

― 自然科学 ― 

野生の鼓動を聴く 山城  博明∥撮影 高文研 402   

星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑 永田  美絵∥著 成美堂出版 443 

虫と遊ぶ１２か月 奥山  英治∥著 デコ 486 

病院で殺される 船瀬 俊介∥著 三五館 490 

下肢静脈瘤 保坂  純郎∥著 主婦の友社 493.2 

食品衛生の歴史と科学 細貝  祐太郎∥編集 中央法規出版 498.5 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 10 月号 
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― 技術 ― 

巨大高層建築の科学  洋泉社 526 

放射線と冷静に向き合いたいみなさんへ ロバート ピーター ゲイル∥著 早川書房 539 

毎日４時４５分に帰る人がやっているつまらない「常識」５９の捨て方 山田 昭男∥著 東洋経済新報社 541 

早引きファッション・アパレル用語辞典 能澤  慧子∥編著 ナツメ社 589 

『大阪ビル景 』 

石原 祥∥写真 文 

光村推古書院 分類 523 

ちょっと目を凝らすと、ビルは活き活きと輝きだす-。グランフロント大阪、あべのハルカ

スといった話題のビルから、超高層ビル、レトロビルまで、大阪のかっこいいビル 161 棟の

写真を収録。 

― 手芸・料理 － 

子どもと楽しむ布おもちゃ 山田 由紀子∥著 パッチワーク通信社 594 

３ステップで１０分丼１０１レシピ 山田 英季∥著 主婦の友社 596.3 

― 産業 － 

イチジク 大森 直樹∥著 ＮＨＫ出版 625 

捨て犬未来に教わった２７の大切なこと 今西  乃子∥著 青春出版社 645 

なぜ、日本人はモノを買わないのか？ 野村総合研究所∥著 東洋経済新報社 675 

終着駅への旅 〔ＪＲ編〕 櫻井  寛∥著 ＪＴＢパブリッシング 686 

― 芸術・スポーツ ー 

『時代劇の見方・楽しみ方』 

大石 学∥著 

吉川弘文館 分類 778 

勧善懲悪のチャンバラから「現代劇」へ-。近年変わりつつある時代劇に、歴史学が果たす

べき役割とは。篤姫と大奥、龍馬の実像などをドラマ制作のエピソードを交えて描き出し、

時代考証の重要性を説く。 

四季の風景撮影 〔７〕 萩原 史郎∥著 日本カメラ社 746 

紙の箱と器 和田  恭侑∥著 文化学園文化出版局 754   

必ず役立つ吹奏楽ハンドブック 〔ステージパフォーマンス編〕 丸谷  明夫∥監修 ヤマハミュージックメディア 764 

もっとも新しいボクシングの教科書 野木 丈司∥著 ベースボール・マガジン社 788 

キッズのためのＨｉｐＨｏｐダンス ＨＡＲＵＣＡＬＬＯＷＡＹ∥監修 実業之日本社 799   

― 言語・文学 ― 

日本人の知らない日本語 〔４〕 蛇蔵∥著 メディアファクトリー 810 

やさしく読めるスペイン語の昔話 松下 直弘∥著 ＮＨＫ出版 867 

安部公房とわたし 山口  果林∥著 講談社 910.2 

― YA － 

13歳からの思考実験ノート 小野田 博一∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ Y 116 

サエズリ図書館のワルツさん 〔２〕 紅玉 いづき∥著 集英社 Y 913 

タラ・ダンカン 〔１０上・下〕 ソフィー  オドゥワン＝マミコニアン∥著 メディアファクトリー Y 953 
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－ 小説・エッセー － 

『襲名犯』 

竹吉  優輔∥著 

 講談社 分類 913.6 

14 年前、ある地方都市で起きた連続猟奇殺人事件。逮捕後、その美貌と語り口から、男に

は熱狂的な信奉者も生まれたが、やがて死刑が執行される。彼の「死」は始まりにすぎな

かった。そして今、第 2 の事件が起きる…。 

水族館の殺人 青崎 有吾 ∥著 東京創元社 913.6 

吹部！ 赤澤  竜也∥著 飛鳥新社 913.6 

花や咲く咲く あさの あつこ ∥著 実業之日本社 913.6 

マエストロ、行方しれず 泉  竹史∥著 郁朋社 913.6 

北の街物語 内田  康夫∥著 中央公論新社 913.6 

離れ折紙 黒川  博行∥著 文藝春秋 913.6 

アクティブメジャーズ 今野  敏∥著 文藝春秋 913.6 

ミストレス 篠田  節子∥著 光文社 913.6 

姉川の四人 鈴木  輝一郎∥著 毎日新聞社 913.6 

図書館の魔女 〔上・下〕 高田  大介∥著 講談社 913.6 

正妻  〔上・下〕 林  真理子∥著 講談社 913.6 

風景を見る犬 樋口  有介∥著 集英社インターナショナル 913.6 

夜明けのカノープス 穂高  明∥著 実業之日本社 913.6 

政と源 三浦 しをん ∥著 集英社 913.6 

働かないの 群 ようこ∥著 角川春樹事務所 913.6 

ホテル・モーリス 森 晶麿∥著 講談社 913.6 

ぶらりぶらこの恋 吉川 トリコ∥著 幻冬舎 913.6 

りぼんにお願い 川上 未映子∥著 マガジンハウス 914.6 

踊れわれわれの夜を、そして世界に朝を迎えよ 佐々木 中∥著 河出書房新社 914.6 

老年の見識 三浦  朱門∥著 海竜社 914.6 

サリンジャー ケネス  スラウェンスキー∥著 晶文社 930.2 

捜査官ポアンカレ レナード ローゼン∥著 早川書房 933 

ドッグ・ファイター マーク ボジャノウスキ ∥著 河出書房新社 933 

― ビジネス・PC － 

出世の教科書 千田 琢哉∥著 ダイヤモンド社 BU 159.4 

株式会社のつくり方と運営 〔’１３～’１４年版〕 小谷  羊太∥共著 成美堂出版 BU 325  

しつもん！労務トラブル５０ 須田  美貴∥著 中央経済社 BU 336.4 

うちの職場は隠れブラックかも 松沢 直樹∥編 三五館 BU 366 

新社会人必携！！１冊でわかる仕事のパソコン術 中山  真敬∥著 技術評論社 PC 007 

Ａｃｃｅｓｓ ２０１３パーフェクトマスター 岩田 宗之∥著 秀和システム PC 007 

みるみるわかるネットワークキーワード１５０ 日経ＮＥＴＷＯＲＫ∥編 日経ＢＰ社 PC 547 

Ｗｏｒｄの困ったを即効解決する本 富士ソフト∥著 秀和システム PC 582   
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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 政と源           三浦  しをん 

３ ロスジェネの逆襲      池井戸  潤 

４ 死神の浮力         伊坂  幸太郎 

５ 正妻 〔上・下〕      林  真理子 

６ 北の街物語         内田  康夫 

７ 祈りの幕が下りる時     東野 圭吾 

８ ようこそ、わが家へ     池井戸  潤 

９ 働かないの         群  ようこ 

10 海賊とよばれた男 〔上〕  百田  尚樹 

― 文庫・新書 ― 

医者に命を預けるな 中村 仁一∥著 ＰＨＰ研究所 M 490 

みんなのうた 重松 清∥著 角川書店 M 913.6 

千俵の船 千野 隆司∥著 双葉社 M 913.6 

機密漏洩 濱  嘉之∥著 文藝春秋 M 913.6 

尾瀬・ホタルイカ・東海道 銀色  夏生∥著 幻冬舎 M 915.6 

運命を変えた３３の言葉 ＮＨＫ「プロフェッショナル」制作班∥著 ＮＨＫ出版 S 159.8 

すべての婚活やってみました 石神  賢介∥著 小学館 S 367.4 

「依存症」社会 和田 秀樹∥著 祥伝社 S 493.7 

やめたくなったら、こう考える 有森  裕子∥著 ＰＨＰ研究所 S 782 

７カ国語をモノにした人の勉強法 橋本  陽介∥著 祥伝社 S 807 

― DVD・CD (一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！) － 

メリダとおそろしの森 ﾏｰｸ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 0 

アルゴ ﾍﾞﾝ･ｱﾌﾚｯｸ∥監督 製作 出演 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

マーガレット・サッチャー ﾌｨﾘﾀﾞ･ﾛｲﾄﾞ∥監督 ギャガ DV 2 

たのしくフラメンコ 〔ベーシック・スキル編〕  コアラブックス DV 5 

「出かけよう！」親子でフィッシング  グローブライド（制作） DV 5      

Ａ  ｔｏ  Ｚで見る東京スカイツリー なぎら 健壱∥出演  DV 6 

教科書にのってるクラシック Laura Frautschi∥ほか演奏 ＫＩＮＧ  ＲＥＣＯＲＤＳ CD 1 

ＴＨＥ  ＢＥＳＴ  ２００７－２０１２俺たちの明日 ｴﾚﾌｧﾝﾄｶｼﾏｼ∥演奏 ユニバーサルミュージック CD 3 

ＧＲＡＭＭＹノミニーズ 〔２０１３〕 ｻﾞ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｷｰｽﾞ∥ほか演奏 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 3 

小林幸子ベスト・コレクション 〔演歌篇〕 小林 幸子∥歌 日本コロムビア CD 4 

西田敏行 西田 敏行∥歌 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｄｉｒｅｃｔ CD 4 

いにしえのユダヤ・アラブ音楽 ﾊﾋﾞｰﾊﾞ･ﾏｼｰｶ∥ほか演奏 ライス・レコード CD 9 

簡単！歌って覚える  日本クラウン CD 9   
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図書館員のオススメ本 

俵 万智の子育て歌集 
『たんぽぽの日々』 

俵 万智//著 

市橋 織江//写真 

小学館 
 
俵さんが息子さんとの日々を綴った本です。

子どもの成長に喜び、悩み、子育て中の方に

は共感できる部分がたくさんあると思いま

す。今、子育て中でない方にも、微笑ましく、

あの頃が懐かしく思い出してもらえるような

本です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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!! 

恩田 陸（10月 25日) 

本名熊本奈苗。宮城県出身。生命保険会社、

不動産会社などに勤務しながら執筆。平成３年

『六番目の小夜子』が第３回日本ファンタジー

ノベル大賞最終候補になり、同作でデビュー。

平成 10年より、執筆活動に専念。 

『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞・

本屋大賞、『ユージニア』で日本推理作家協会賞、

『中庭の出来事』で山本周五郎賞を受賞してい

る。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

    

他の 10 月生まれの作家さん(敬称略) 

辻仁成 (4 日) 童門冬二(19 日) 
篠田節子 (23 日)  渡辺淳一(24 日) 

 

１０月の呼び名 

 

旧暦の１０月を一般的に「神無月」といい

ますが、出雲では「神在月」ともいわれてい

ます。いくつか説はありますが、１０月には

八百万の神が島根県の出雲大社に集合し、縁

結びの相談を行うため、他の土地では神の留

守の月であるから「神無月」、出雲では「神

在月」という説が、全国的に知られています。 

 

（参考） 

『全国年中行事辞典』東京堂出版 
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平成２５年度１０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 

24 

16 

3 

16 

17 

 

15 15 

3 24 

 

 
9 31 30 10  9 10 30 31 

2 23 

 


