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December 

 

上橋菜穂子さん講演会 開催！ 
１０月２７日（日）、にじのとしょかんでは、 

『精霊の守り人』をはじめとする「守り人」シリーズ、 

『獣の奏者』など数々の著作で人気の上橋菜穂子さんを 

お招きして、講演会を開催しました。 

子どもの頃の体験や、わくわくした本の世界のことなど、 

  ユーモアを混じえてお話し下さいました。 

たくさんのご参加ありがとうございました。 

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 

 

13日(金) 29日(日) 

30日(月) 31日(火) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

20日(金) 29日(日) 

30日(月) 31日(火) 

 

２日(月) ９日(月) 

16日(月) 23日(月) 

27日(金) 29日(日) 

30日(月) 31日(火) 

２日(月) ６日(金) 

９日(月) 16日(月) 

24日(火) 29日(日) 

30日(月) 31日(火) 

 

年末年始のお知らせ 

年末年始は下記の日程で休館させて頂きます 
 

12 月 29 日(日)～1 月 3 日(金) 
 

休館中は電話応答なども全て行っておりませんのでご了承ください。 

 

年末年始の返却ポスト 
 

和 泉…２階ポストのみ利用可    に じ…ご利用できません   

南 部…ポスト利用可         プラザ…１階ポストのみ利用可 
 

尚、1 月 4 日(土)は通常通りの開館時間となっております。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日  17 火  

２ 月 ○休に、南 18 水  

３ 火  19 木  

４ 水  20 金 ○休プ        

５ 木            21 土   

６ 金 ○休南 22 日  

７ 土  23 月 ○休に 

８ 日  24 火 ○休南 

９ 月 ○休に、南  25 水   

10 火  26 木       

11 水         27 金 ○休に 

12 木  28 土   

13 金 ○休和 29 日   

14 土  30 月  

15 日   31 火  

16 月 ○休に、南 

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   

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 

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 

 

 
 

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１２月の行事 
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全館  

年末年始休館  

(12/29～1/3) ★ミニおりがみ会(プ) 

★むかしあそびをしよう (プ) 

★冬の子ども工作(プ) 

★クリスマスお楽しみ会 (和) 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

「自分を変える」読書 戸田  智弘∥著 三笠書房 019 

本の顔 坂川  栄治∥著 芸術新聞社 022 

難民と市民の間で 小玉  重夫∥著 現代書館 114 

探すのをやめた瞬間、“運命の人”はやってくる！ ワタナベ 薫∥著 大和出版 152 

神と仏のはざま 菅原  信海∥著 春秋社 175 

修道院のお菓子と手仕事 柊 こずえ∥著 大和書房 198   

― 歴史・地理 ― 

『昭和 写真家が捉えた時代の一瞬』 

木村 伊兵衛∥ほか撮影 

クレヴィス 分類 210.7 

戦前のモダンライフから、敗戦を経て、高度経済成長期まで、昭和 7 年〜45 年の街や村、

日本人の暮らしを、12 人の写真家が真っ向勝負で撮影。エネルギーみなぎる「昭和」の

写真集。 

学校では教えない「社会人のための現代史」 池上  彰∥著 文藝春秋 209 

日本が戦ってくれて感謝しています 井上 和彦∥著 産経新聞出版 210.7 

琉球国の滅亡とハワイ移民 鳥越  皓之∥著 吉川弘文館 219 

ビジュアル三国志３０００人 渡邉 義浩∥監修 世界文化社 222   

キリシタン武将黒田官兵衛 林  洋海∥著 現代書館 289 

南大阪の本  京阪神エルマガジン社 291 

― 社会科学 ― 

『女子会「憲法」サークル  』 

近藤 三津枝∥著 

PHP 研究所 分類 323 

男性と女性とで、仕事内容・給与・昇進に差があっていいの? 生活に困ったら受けられる生

活保護って? 女性が身近に抱えている暮らしや仕事の問題と密接に関係している「憲法」に

ついて、わかりやすく解説する。 

社会の抜け道 古市  憲寿∥著 小学館 304 

民主主義のつくり方 宇野 重規∥著 筑摩書房 311 

傍聴弁護人から異議あり！ 北尾  トロ∥著 現代人文社 327 

ＮＩＳＡにゅうもん 山田 真哉∥著 産経新聞出版 338 

図解相手の気持ちをきちんと〈聞く〉技術 平木 典子∥著 ＰＨＰ研究所 361 

吃音のこと、わかってください 北川 敬一∥著 岩崎書店 378 

世界で一番恐ろしい食べ物 ニール  セッチフィールド∥著 エクスナレッジ 383 

日本防衛秘録 守屋  武昌∥著 新潮社 392 

和泉市立図書館 新着図書案内 2013 年 12 月号 
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― 自然科学 ― 

親子で学ぶ科学図鑑 キャロル  ヴォーダマン∥ほか著 創元社 400 

現代化学史 廣田 襄∥著 京都大学学術出版会 430 

地図はどのようにして作られるのか 山岡  光治∥著 ベレ出版 448 

ペンギン空を飛ぶ  エクスナレッジ 488 

死ぬときに後悔しない医者とクスリの選び方 岡田 正彦∥著 アスコム 490 

乳がんって遺伝するの？ 山内 英子∥著 主婦の友社 495 

耳鳴り・難聴を治す本 石井 正則∥監修 マキノ出版 496 

『スズメ つかず・はなれず・二千年』 

三上 修∥著  

岩波書店 分類 488 

「ザ・普通の鳥」スズメ。見飽きたようなその顔も、思い浮かべるのは難しく、生態には

謎がいっぱい。人がいないと生きていけない? 数百キロも移動? 減りゆく小さな隣人を愛

おしみながら、その意外な素顔を綴る。 

― 技術 ― 

基礎から学ぶ材料力学 立野  昌義∥編著 オーム社 501 

ファッションメガネ図鑑 サイモン マレー∥著 ガイアブックス  535 

メイド・イン・ジャパン逆襲のシナリオ ＮＨＫ取材班∥著 宝島社 540 

― 手芸・料理 － 

『大阪のスイーツ 108  』 

三坂 美代子∥著 

西日本出版社 分類 596.6 

関西テレビ「よ〜いドン!プロが教えるとっておき本日のオススメ 3」スイーツ担当の著

者が、大阪のお菓子について、誕生した背景や職人たちの努力、熱い思いも含めて紹介

する。『産経新聞』連載をもとに書籍化。 

週末で編めるあったかおしゃれなつけ衿＆ティペット  アップルミンツ 594.3 

わたしのとっておき常備菜 ワタナベ マキ∥ほか著 家の光協会 596   

新編２才児イヤイヤ期の育て方 佐藤 眞子∥著 主婦の友社 599 

― 産業 － 

すべてがわかる！「豆類」事典 加藤  淳∥監修 世界文化社 616 

育てて味わうはじめてのベリー 小林 幹夫 ∥栽培監修 家の光協会 627 

知っておいしい肉事典 実業之日本社∥編 実業之日本社 648 

ｉＰｈｏｎｅ５ｓｃ１００％活用ガイド リンクアップ∥著 技術評論社 694 

― 芸術・スポーツ ー 

楽しい絵本のつくりかた 千葉  幹夫∥監修 学研パブリッシング 726 

文字の食卓   正木 香子∥著 本の雑誌社  749 

おりがみでクリスマスとお正月  パッチワーク通信社 754   

ホァン・タマリッツカードマジック ホァン  タマリッツ∥著 東京堂出版 779 

中高年のためのやわらか筋トレ＆ストレッチ 石井 直方∥監修 主婦の友社 780 
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― 言語・文学 ― 

タテ書きはことばの景色をつくる 熊谷 高幸∥著 新曜社 811 

大人の漢字教室 山口  謠司∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 821 

探訪  名ノンフィクション 後藤  正治∥著 中央公論新社 902 

最期の時間 飛鳥新社編集部∥編 飛鳥新社 911.5 

－ 小説・エッセー － 

『名探偵の証明  』 

市川 哲也∥著 

東京創元社 分類 913.6 

老いたかつての名探偵・屋敷啓次郎のもとに、今をときめくアイドル探偵・蜜柑花子との

対決の話が舞い込む。一世を風靡した名探偵の挫折からの再生、そして名探偵とは何かを

鮮烈に描いた本格推理長編。 

『獅子の城塞 』 

佐々木 譲∥著 

新潮社 分類 913.6 

信長の命を受け、最新の築城術を持ち帰るべく、遙かリスボンの港に降り立った石工・戸

波次郎左。堅固な志と鍛えられた職人の腕。一人の男が戦火の欧州を駆け抜ける! 『小説

新潮』掲載を単行本化。 

黒書院の六兵衛 〔上・下〕 浅田  次郎∥著 日本経済新聞出版社 913.6 

晩夏光 池田  久輝∥著 角川春樹事務所 913.6 

ガンコロリン 海堂  尊∥著 新潮社 913.6 

だから荒野 桐野  夏生∥著 毎日新聞社 913.6 

雨のなまえ 窪 美澄∥著 光文社 913.6 

ジューン・プライド 小島  達矢∥著 文藝春秋 913.6 

蛇行する月 桜木  紫乃∥著 双葉社 913.6 

遺産 笹本  稜平∥著 小学館 913.6 

星籠（せいろ）の海 〔上・下〕 島田  荘司∥著 講談社 913.6 

黄昏の旗 朱川  湊人∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

北天の馬たち 貫井  徳郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

潜入調査 藤田 宜永∥著 光文社 913.6 

まほろ駅前狂騒曲 三浦 しをん∥著 文藝春秋 913.6 

なぎさ 山本  文緒∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

村上海賊の娘 〔上・下〕 和田  竜∥著 新潮社 913.6 

ためない心の整理術 岸本 葉子∥著 佼成出版社 914.6 

別れの挨拶 丸谷  才一∥著 集英社 914.6 

全然大丈夫じゃない！ 田坂 真理∥著 泰文堂 916 

シャドウ・ストーカー ジェフリー  ディーヴァー∥著 文藝春秋 933 

フクシマ・ノート ミカエル フェリエ∥著 新評論 956 

兵士たちの肉体 パオロ  ジョルダーノ∥著 早川書房 973 
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～今月の予約ランキング～ 

１  祈りの幕が下りる時     東野 圭吾 

２ まほろ駅前狂騒曲      三浦  しをん 

３ だから荒野         桐野  夏生 

４ とっぴんぱらりの風太郎   万城目  学 

５ 去年の冬、きみと別れ    中村  文則 

６ 黒書院の六兵衛〔上・下〕  浅田  次郎 

７ ガンコロリン        海堂  尊 

８ 真夜中のパン屋さん〔４〕  大沼  紀子 

９ 疾風ロンド         東野 圭吾 

10 海賊とよばれた男      百田  尚樹 

― ビジネス・PC － 

誰も助けてくれない！土壇場のビジネスマナー１００ 唐沢 明∥監修 マガジンハウス BU 336.4 

最初に読む会計学入門 田中  弘∥著 税務経理協会 BU 336.9 

知らないと損するパート＆契約社員の労働法Ｖｅｒ．３ 清水 直子∥著 東洋経済新報社 BU 366 

シニア接客のルール 山岸  和実∥著 明日香出版社 BU 673 

プログラムはこうして作られる 平山  尚∥著 秀和システム PC 007 

ＬＩＮＥのトリセツ。 ＬＩＮＥ活用研究会∥著 宝島社 PC 547 

できるゼロからはじめるタブレット超入門 法林  岳之∥著 インプレスジャパン PC 548 

Ｗｏｒｄで楽しむ季節のイラスト 〔Ｖｏｌ．１・Ｖｏｌ．２〕 古賀  昭∥著 日経ＢＰ社 PC 726 

― 文庫・新書 ― 

プレッシャーに強くなる技術 齋藤 孝∥著 ＰＨＰ研究所 M 159 

雀蜂 貴志  祐介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

極楽横丁の鬼 鳥羽  亮∥著 幻冬舎 M 913.6 

必殺、十文字剣 森 詠∥著 二見書房 M 913.6   

ディープスカイ パトリック リー∥著 小学館 M 933 

「いいね！」が社会を破壊する 楡 周平∥著 新潮社 S 007 

５年後働く自分の姿が見えますか？ 岩瀬 大輔∥著 角川書店 S 159.4 

そして日本経済が世界の希望になる ポール  クルーグマン∥著 ＰＨＰ研究所 S 332 

大人のための「恐竜学」 土屋 健∥著 祥伝社 S 457 

かつお節と日本人 宮内 泰介∥著 岩波書店 S 667 

― YA ― 

超訳マルクス マルクス∥著 かもがわ出版  Y 309 

光のうつしえ 朽木  祥∥作 講談社 Y 913 

ルリユール 村山  早紀∥著 ポプラ社 Y 913 

14歳、ぼくらの疾走 ヴォルフガング・ヘルンドルフ∥作 小峰書店 Y 943 
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図書館員のオススメ本 

『セーターになりたかった毛糸玉』  

 津田 直美//著 ジー・ジー 

 誰もいなくなった暗いお店のなかで、毛糸

玉たちが自分たちの将来について、夢を語り

あっています。この世に毛糸と生まれたから

には、誰でも一度はなってみたいと、あこが

れるのがセーターです。そんな夢をもつ毛糸

玉のおはなしです。この寒い季節、心が温ま

るおすすめの一冊です。 

 



 

 

 

ＢＯＯＫＵＮクリアファイルができました！ 
 

和泉市立図書館の図書館カードや利用案内に描か

れているきつねのキャラクター、ＢＯＯＫＵＮ。 

このＢＯＯＫＵＮがクリアファイルになりました。   

Ａ４サイズでデザインは 3種類あります。 

1枚 1００円で和泉図書館・ 

シティプラザ図書館にて 

販売いたします。 

お問合せは和泉図書館・ 

シティプラザ図書館まで。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：12月 14日(土)  11:00 ～ 11:30 

内容：「ふゆじたく」 

おやまのがっこう 

日時：12月 22日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「とんがりツリー」 

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) 

今月の映画会は、和泉図書館「１０１」 

シティプラザ図書館みんなでシネマ「ココシリ」です。 

絵本とおはなしの時間 

日時：12月８日(日) 14：30 ～ 14：45 

場所 にじのとしょかん 絵本コーナー 

対象： 小学生以上 

内容：昔話と絵本の読み聞かせ 

申込不要ですので、お気軽にご参加ください。 

わっくんと書き初め大会 

日時：１月１１日(土) 10：00 ～ 12：00  

場所：ゆう・ゆうプラザ１階大会議室 定員：５０名 

申込：１２月１０日(火)午前１０時より 

にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 

持ち物：筆と墨汁 汚れてもいい服でおこしください。 

クリスマスおたのしみ会 

日時：12月 15日(日) 11：30 ～ 12：00 

場所：和泉図書館 集会室 

内容：紙芝居「みつごのこぶたのクリスマス」 

パネルシアター「サンタがまちにやってくる」他 

定員：こども３５名 

   １１時から集会室にて整理券を配布します。 
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むかしあそびをしよう 

日時：12月 14日(土) 14：00 ～ 14：30 

場所：シティプラザ図書館内 おはなし室 

内容：あやとり 

対象：幼児から小学生のこども、高齢者 

懐かしいあやとりをやってみませんか？ 
 

ミニおりがみ会   

日時：12月 15日(日) 14：00～16：00 

場所：シティプラザ図書館内 おはなし室 

対象：小学生以下 定員：５０名（先着順） 

サンタクロースとツリーを折りましょう♪ 

冬の子ども工作 

日時：12月 22日(日) 14：00～15：30 

場所：シティプラザ３階 学習室１Ａ・１Ｂ 

対象：幼児から小学生まで 内容：すごろく 

申込不要ですのでお気軽にご参加ください。 

ＢＯＯＫＵＮ（ぶっくん） 

2014 年！初貸袋   

日時：１月４日(土)～６日(月) 

場所：和泉図書館 

※なくなり次第終了です。 

新年借りはじめ！くじを引いて図書館員おすすめ

の本を借りませんか？ 

今年の初貸袋で運だめししましょう！ 

 

 
正月恒例！ 

しんねんこどもかるた大会 

日時：１月４日(土)・１月５日(日) 

   ①11：00 ～ ②14：30 ～ (各日２回ずつ) 

場所：シティプラザ図書館内 おはなし室 

定員；各１５人(先着順) 

新しい年の初めにかるたで遊びましょう。 



 

平成２５年度１２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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