
 

 

 

 

 

                                                                                           
 

 

２０１４年１月１日発行  

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立 
 

1 

January 

 

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 

 

１日(水) ２日(木) 

３日(金) 10日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

１日(水) ２日(木) 

３日(金) 17日(金) 

１日(水) ２日(木) 

３日(金) ６日(月) 

13日(月) 20日(月) 

27日(月) 31日(金) 

１日(水) ２日(木) 

３日(金) ６日(月) 

14日(火) 20日(月) 

27日(月) 

 

七草粥のちょい豆知識 

日本には１月７日に七草（セリ、ナズナ、ゴギョ

ウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ）を食

べる風習があります。 

中国ではこの日を「人日」といい、元旦から８日

までを鶏、狗、羊、猪＜豚＞、牛、馬、人、穀を当

て、その日に当たるものを大切にする風習がありま

した。７日は人間の日という意味で七種の若菜を食

べると年中無病でいられると言い伝えられており、

これが日本に伝わり七種粥と混じりあって、七草粥

の行事が生まれたとされています。 

 

（参考文献） 

『フォーマルマナーのすべて冠婚葬祭百科』 

実業之日本社 

  

    

 

 

 A HAPPY NEW YEAR!! 

和泉図書館に 

新しい洋書コーナーができました！ 

 

みなさんのご要望におこたえして、 

新しく大人向けの洋書コーナーができました。 

『不思議の国のアリス 

（Alice’s Adventures in Wonderland）』や、 

『ガリバー旅行記(GULLIVER’S TRAVELS)』 

といった名作を英語で 

お楽しみいただけます。 

和泉図書館にお越しの際には、 

ぜひ一度ご覧ください。 

 

  

あけましておめでとうございます  
 

昨年は和泉市立図書館をご利用いただきありがとうございました。 

  今年もスタッフ一同、新たな気持ちでみなさまのお力になれますよう、 

更なる努力をしてまいりたいと思います。 

本年もどうぞよろしくおねがいいたします。 



 

しんねんこどもかるた会 

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。 

 

 

 

１ 水  17 金 ○休プ 

２ 木  18 土  

３ 金  19 日  

４ 土  20 月 ○休に、南        

５ 日            21 火   

６ 月 ○休に、南 22 水  

７ 火  23 木   

８ 水  24 金  

９ 木  25 土   

10 金 ○休和 26 日       

11 土         27 月 ○休に、南 

12 日  28 火  

13 月 ○休に 29 水   

14 火 ○休南 30 木  

15 水   31 金 ○休に 

16 木  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：１月 11日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「うま」 

おやまのがっこう 

日時：１月 19日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：工作「おにこけし」 

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  

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 (９日) ・おはなし会 (18 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 (プ) 

午後２時～午後２時４５分 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１月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「一休さん・かちかちやま・かもとりごんべえ」です。 
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絵本のキャラクター作り 
日時：２月４日(火)・５日(水) 10：00 ～ 12：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ４階洋裁室 参加費：700円 
定員：１２名（保育あり） 持ち物：裁縫道具 
申込：１月 10日(金）10：00 ～  
にじのとしょかんカウンターまたはお電話にて受付 
みんなで「こぐまちゃん」をつくりましょう！ 

岡田よしたかさんがやってくるよ！ 
日時：２月 22日(土)13：00 ～ 15：00  
場所：ゆう・ゆうプラザ４階 第１研修室 定員：４０名 

申込：１月 21 日(火) 10:00～ 

にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 

 

 

 

女性のためのヨガ教室 
日時：２月９日（日) 10：30 ～ 12：00 

場所：和泉図書館 集会室   参加無料 

定員：１５名 (中学生以上・女性のみ) 

申込：１月 19日(日) 9：00～ 

    和泉図書館カウンターまたはお電話にて受付 

講師：古田清子さん（BHB アットヨガ 和泉市池田下町） 

持ち物：フェイスタオル・水筒   

当日は動きやすい服装でお越しください。 

 

全館 

年始休館 

(12/29～1/3) 

★
初
貸
袋(

和) 

 ★しんねん 
こども 
かるた 
会(プ) 

 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

高校図書館 成田  康子∥著 みすず書房 017 

世界の夢の本屋さん 〔３〕 清水  玲奈∥著 エクスナレッジ 024 

気になる「本音」をズバリ見抜く心理の技法大全 おもしろ心理学会∥編 青春出版社 140 

いちばん幸せになる男の子の名づけ 宮沢 みち∥監修 成美堂出版 148 

ほめる力 齋藤  孝∥著 筑摩書房 159 

禅的生活ダイエット 枡野 俊明∥著 こう書房 188 

『子どもの難問  哲学者の先生、教えてください！』 

野矢  茂樹∥編著 

中央公論新社 分類 104 

ぼくはいつ大人になるの? 過去はどこに行っちゃったの? えらい人とえらくない人が

いるの? 子どもが発する哲学的な問いに哲学者たちが答える。『Dream Navi』連載に、

編著者のコメントを加えて単行本化。 

― 歴史・地理 ― 

軍隊を誘致せよ 松下  孝昭∥著 吉川弘文館 210.6 

世界ナンバー２列伝 山田 昌弘 ∥著 社会評論社 280 

黒田官兵衛 童門  冬二∥著 時事通信出版局 289 

みんなの空想地図 今和泉 隆行∥著 白水社 290 

かくれスポット大阪 吉村 智博∥著 解放出版社 291   

京都てくてくちょっと大人のはんなり散歩 伊藤  まさこ∥著 文藝春秋 291 

― 社会科学 ― 

『 冠婚葬祭マナーBOOK この一冊があれば安心 〔新版〕 』 

ハクビマナー学院∥監修 マナー文化教育協会∥監修 

新星出版社 分類 385 

冠婚葬祭のさまざまな場面から、気をつけたいお付き合いのマナーまで、「これだけは

知っておきたい」という知識を紹介。大まかな流れと、好感度を上げるポイントの両方

が一目でわかる。 

女子と愛国 佐波 優子∥著 祥伝社 311 

金持ち父さん貧乏父さん 〔改訂版〕 ロバートキヨサキ∥著 筑摩書房 338 

消費税入門の入門 〔改訂７版〕 辻 敢∥著 税務研究会出版局 345 

君に友だちはいらない 瀧本 哲史 ∥著 講談社 361 

おじさん追跡日記 なかむら るみ∥絵 文 文藝春秋 367.5 

老人ホーム探し５０の法則 上岡  榮信∥著 日経ＢＰ社 369.2 

人が集まるチラシの作り方 坂田  静香∥著 家の光協会 379.5 

むしくいノート ムシモアゼルギリコ∥著 カンゼン 383 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 1 月号 
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― 自然科学 ― 

根っからの文系のためのシンプル数学発想術 永野 裕之∥著 技術評論社 410 

気が遠くなる未来の宇宙のはなし 佐藤  勝彦∥著 宝島社 443 

図説地震と人間の歴史 アンドルー  ロビンソン∥著 原書房 453 

だらだら動物図鑑  エクスナレッジ 480 

よくわかる微生物学の基本としくみ 高麗 寛紀∥著 秀和システム 491 

「がん」からもう一度人生が始まる 保坂 隆∥著 ＰＨＰ研究所 494 

夢の病院をつくろう チャイルド ケモ ハウス∥著 ポプラ社 498.1 

『そして最後にヒトが残った ネアンデルタール人と私たちの５０万年史』 

クライブ フィンレイソン∥著  

白揚社 分類 469 

地球に存在した 20 種以上の人類の仲間のなかで、なぜネアンデルタール人ではなく、ヒト

が残ったのか? 古人類学の第一人者が数々の発見とともに語る、人類進化の真実の物語。 

 

― 技術 ― 

大阪府市エネルギー戦略の提言 大阪府市エネルギー戦略会議∥著 冨山房インターナショナル 501 

最新図解ＰＭ２．５と大気汚染がわかる本 饒村  曜∥著 オーム社 519 

世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門 鈴木 博之∥著 ＪＴＢパブリッシング 523 

近代日本のビール醸造史と産業遺産 川島 智生∥著 淡交社 588 

おしゃれな足もとコーディネートＢＯＯＫ  宝島社 589 

『 郷土菓子 ふるさとの味を旅する 』 

平凡社 分類 588 

日本の伝統的製法と自然の素材とでつくられたさまざまな郷土菓子を、47 都道府県から

ひとつずつ選び紹介する。九州シュガーロード探訪記や、和菓子創作ユニット“日菓”セレ

クト京都和菓子 MAP なども収録。 

 

― 手芸・料理 － 

イヌのための毎日ニット 俵森 朋子∥著 文化学園文化出版局 594.3 

まいにちの鍋 青山 有紀∥著 主婦と生活社 596 

みまもることば 石川 憲彦∥著 ジャパンマシニスト社 599 

― 産業 － 

カリンのチカラ ＮＨＫ出版 ∥編 ＮＨＫ出版 625 

世界の路面電車ビジュアル図鑑 杉田  紀雄∥著 北海道新聞社 686 

できるｉＰｈｏｎｅ ５ｓｃ困った！＆便利技パーフェクトブック 松村 太郎∥著 インプレスジャパン 694 

― 芸術・スポーツ ー 

引き裂かれた絵の真相 村松  和明∥著 講談社 723 

老眼になった君へ～愛～ 相田  毅∥文 金羊社クリエイティブワークス 726 

おしゃれなパリ風自作ステンドグラス入門 ｎｉｄｏ∥著 世界文化社 751 

ラグビー「観戦力」が高まる 斉藤 健仁∥著 東邦出版 783.4 
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― 言語・文学 ― 

間違いやすい小学校で習った漢字正しい書き順 山口  謠司∥著 日本文芸社 811 

英語で手帳にちょこっと日記を書こう 神林 サリー∥著 永岡書店 836 

子どもの本の海で泳いで 今江  祥智∥著 ＢＬ出版 910.2 

グッとくる山頭火 種田 山頭火∥著 春陽堂書店 911.3 

－ 小説・エッセー － 

『 大江戸恐龍伝 〔第１巻・第２巻〕  』 

夢枕 獏∥著 

小学館 分類 913.6 

明和 8 年、高松藩を出て自由の身となった源内は、長崎で龍の噂を耳にしてその存在を暴

こうと野心に燃える。同じ頃、紀州の漁師が漂着した島で、巨大な爬虫類に襲われて…。

平賀源内が恐龍と相対する奇想天外時代小説。 

はなとゆめ 冲方  丁∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

奇動捜査ウルフォース 霞 流一∥著 祥伝社 913.6 

真田十忍抄 菊地 秀行∥著 実業之日本社 913.6 

ヒーローインタビュー 坂井  希久子∥著 角川春樹事務所 913.6 

世界泥棒 桜井 晴也∥著 河出書房新社 913.6 

花咲小路一丁目の刑事 小路  幸也∥著 ポプラ社 913.6 

ジャーニー・ボーイ 高橋  克彦∥著 朝日新聞出版 913.6 

独走 堂場  瞬一∥著 実業之日本社 913.6 

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 〔３１〕 西村  京太郎∥著 徳間書店 913.6 

新釈にっぽん昔話 乃南  アサ∥著 文藝春秋 913.6 

公園通りのクロエ 野中  柊∥著 祥伝社 913.6 

探偵部への挑戦状 東川  篤哉∥著 実業之日本社 913.6 

天使の柩 村山  由佳∥著 集英社 913.6 

いつの日も泉は湧いている 盛田 隆二∥著 日本経済新聞出版社 913.6 

大江戸ドクター 和田  はつ子∥著 幻冬舎 913.6 

世の中それほど不公平じゃない 浅田  次郎∥著 集英社 914.6 

ヒトに問う 倉本 聰∥著 双葉社 914.6 

女子漂流 中村 うさぎ∥著 毎日新聞社 914.6 

グローバル化の憂鬱 藤原 正彦∥著 新潮社 914.6 

バン、バン！はい死んだ ミュリエル スパーク∥著 河出書房新社 933 

インフェルノ 〔上・下〕 ダン ブラウン ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 

ジョディ、傷つけられた子 キャシー  グラス∥著 中央公論新社 936 

― YA ― 

図書館のトリセツ 福本 友美子 ∥著 講談社 Y 015 

いちばんわかりやすい彗星のひみつ 縣 秀彦∥著 幻冬舎エデュケーション Y 447 

さらば自由と放埓の日々 佐藤 まどか ∥著 講談社 Y 913 

神の名はボブ メグ ローゾフ ∥著 東京創元社 Y 933 
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～２０１３年の予約ランキング～ 

２０１３年の人気図書はこの本たちでした！ 

１  海賊とよばれた男〔上・下〕 百田 尚樹 

２ 永遠の０          百田 尚樹 

３ 夢幻花           東野 圭吾  

４ ホテルローヤル       桜木 紫乃 

５ 祈りの幕が下りる時     東野 圭吾 

６ 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 
村上 春樹 

７ ロスジェネの逆襲      池井戸 潤 

８ ハピネス          桐野 夏生 

９ 桜ほうさら         宮部 みゆき 

10 ６４            横山 秀夫 

― ビジネス・PC － 

カイシャ語 福田 稔∥著 小学館 BU 336 

怒る技術怒られる技術 福田 健∥著 日本経済新聞出版社 BU 336.4 

退職金複雑化時代の退職金をめぐる税務 新名 貴則∥著 清文社 BU 336.9 

お店・会社が回る！できるアルバイトの育て方 鴨頭 嘉人∥著 明日香出版社 BU 673 

仕事に役立つ分析・グラフワザ！ 間久保 恭子∥著 日経ＢＰ社 PC 007 

できるＰｈｏｔｏｓｈｏｐ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ １２ 樋口 泰行 ∥著 インプレスジャパン PC 007 

はじめてのホームページ・ビルダー１８ 桑名  由美∥著 秀和システム PC 547 

インターネットなんでも解決大事典 〔２０１４年版〕  宝島社 PC 547 

― 文庫・新書 ― 

二〇世紀最大の謀略 落合 信彦∥著 小学館 M 253 

許せぬ所業 喜安 幸夫∥著 二見書房 M 913.6 

疾風ロンド 東野  圭吾∥著 実業之日本社 M 913.6 

シルヴァー・スクリーム 〔上・下〕 デイヴィッド Ｊ.スカウ∥編 東京創元社 M 933 

９９歳一日一言 むの たけじ∥著 岩波書店 S 159 

産後クライシス 内田  明香∥著 ポプラ社 S 367.3 

ボブ・ディラン  湯浅 学∥著 岩波書店 S 767 

きみはダイジョブ？ 石田 衣良∥著 日本経済新聞出版社 S 914.6 

― ＤＶＤ  (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！)－ 

手塚治虫のブッダ 森下 孝三∥監督 東映ビデオ DV 0 

がんばれスイミー 尾鷲 英俊∥演出 原画 北星 DV 0 

終の信託 周防 正行∥監督 脚本 フジテレビジョン DV 1 

父と暮せば 黒木 和雄∥監督 バンダイビジュアル DV 1 

キャッツ＆ドッグス 〔地球最大の肉球大戦争〕 ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ﾍﾟｲﾄﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

野菜づくりのコツと裏ワザ 〔１・２〕  農山漁村文化協会（発行） DV 6 
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図書館員のオススメ本 

『人間物語』  

長 新太//著 芸術新聞社 

まいど～ 絵本でおなじみ、長さんのコミ

ックエッセイ？１５コマ×３３話。長さんの

原稿には「この漫画は、思いあがった人間が、

生きものや、自然からチクチクと毎回しっぺ

返しをうける物語です」という文が・・・。 

「飛ぶ教室」1986 年１７号～1994 年５２号

に掲載された作品です。 
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泉北地域４市１町の図書館がご利用いただけます！ 

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) 
 

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で、

予約・リクエストはご利用いただけません。また、平成２５年３月３１日(日)より、以前の図書館カードが

利用できなくなっています。まだ図書館カードの切り替えがお済みでない方は、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。 

クリスマスお楽しみ会、開催しました！

12月１５日（日）和泉図書館集会室で 

クリスマスお楽しみ会を開催しました。 

クリスマスならではの手遊びや、紙芝居とパネルシアターで 

親子の方に楽しんでいただきました。 

最後にはサンタクロースも登場し、 

ひとあし早いクリスマスプレゼントも、もらえたようです。 

参加してくれたみなさん、ありがとうございました。 



 

平成２５年度１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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