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February 

 

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 

 
14日(金) 15日(土) 

16日(日) 17日(月) 

18日(火) 19日(水) 

20日(木) 

南部リージョン 

センター図書室 

 21日(金) 22日(土) 

23日(日) 24日(月) 

25日(火) 26日(水) 

３日(月) 10日(月) 

17日(月) 24日(月) 

27日(木) 28日(金) 

３日(月) ７日(金) 

10日(月) 17日(月) 

24日(月) 

 

『かいけつゾロリ』作者の「原ゆたか先生」講演会＆おえかき会・サイン会 
 

【対象・内容】 ①小学３年生以上の親子（大人だけの参加可）･･･ 講演会 

②年長から小学６年生まで ･･･ おえかき会・サイン会 

【日時】３月２日（日） ①午後１時～２時 

②午後２時３０分～３時１５分（午後３時３０分からサイン会） 

※サインは書籍にいたします。色紙などはご遠慮ください。また、サイン会はおえかき会参加者のみです。 

【定員】①１００人 ②３０人（市内在住の人を優先、申し込み多数の場合は抽選） 

【場所】和泉シティプラザ地下１階 多目的室 

【申込】往復はがきに、「講演会」または「おえかき会」希望と明記し、参加者名（子どもは学年も）、 

住所、電話番号を記入のうえ、２月１６日（日）まで＜必着＞ 

〒594-0071 府中町一丁目２０－１ 和泉図書館 

※１枚のはがきにつき、講演会は親子 1 組。もしくは大人１名。おえかき会は１名のみ申込可（兄弟等連名不可）。 

両方申し込む場合は個別に要申込。 

 
 

蔵書点検に伴う図書館休館のお知らせ 

蔵書点検のため、各館下記期間中は休館とさせていただきます。 

休館中は貸出延長や予約等の受付もできなくなりますので、 

希望される方は開館中の市内の図書館でお願いいたします。 

また蔵書点検期間中の図書館に返却された本は、 

点検が終わるまで返却処理が行われませんのでご注意ください。 
 

和泉図書館          ２月１４日（金）～２月２０日（木） 

シティプラザ図書館      ２月２１日（金）～２月２６日（水） 

にじのとしょかん       ２月２７日（木）～３月  ３日（月） 

南部リージョンセンター図書室 ３月  ３日（月）～３月  ７日（金） 

 ※にじ・南部は月曜休館を含みます 

詳しくはチラシ・ 

ホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

１ 土  15 土  

２ 日  16 日  

３ 月 ○休に、南 17 月 ○休に、南 

４ 火  18 火        

５ 水            19 水   

６ 木  20 木  

７ 金 ○休南 21 金   

８ 土  22 土  

９ 日  23 日   

10 月 ○休に、南 24 月 ○休に、南 

11 火         25 火  

12 水  26 水  

13 木  27 木   

14 金  28 金  

※蔵書点検期間中の図書館は、休館となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

日時：２月８日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「おにさん」 

おやまのがっこう 

日時：２月 16日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「ペンギン」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

全国訪問 おはなし隊 

日時：２月 22日(土)10：00 ～（約１時間） 

場所：南部リージョンセンター 

絵本がいっぱいのキャラバンカーの見学と 

おはなし隊の「おはなし会」を楽しもう！ 

こどもまつり 午後３時～４時  

(和)集会室１・２  

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  

(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 (13 日) ・おはなし会 (15 日) 

(プ)午前１１時～１１時半 お話室 
 

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～３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） 

和泉図書館・シティプラザ図書館２月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「トムとジェリー」 

シティプラザ図書館みんなでシネマ「キルトに綴る愛」です。 
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冬のおはなし会 

日時：２月９日(日) 11：00 ～ 12：00 
午前の部 11：00 ～11：30(小学校低学年) 

   午後の部 14：30 ～15：00(小学校高学年・中学生) 

お部屋へは２階にじのとしょかんから案内します。 

書庫の日 

日時：２月 14日(金) 14：00 ～ 15：00 
にじのとしょかん４階の書庫に入って本を選べます。 

どちらも参加無料・申込不要です。 

お問い合わせはにじのとしょかんまで 
 

 

★むかしあそび
をしよう(プ) 

 

和
泉
図
書
館
蔵
書
点
検 

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
図
書
館
蔵
書
点
検 

に
じ 

蔵
書
点
検 

むかしあそびをしよう「おてだま」 

日時：２月８日(土) 14：00 ～ 14：30 

場所：シティプラザ図書館内 おはなし室 

対象：幼児から小学生の子ども、年配の人 

申込不要・参加無料です。 

懐かしいおてだまをやってみませんか。 

南部ＲＣ図書室 
シティプラザ図書館 

にじのとしょかん 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

読書脳 立花  隆∥著 文藝春秋 019 

楽しい豆本の作りかた 赤井  都∥著 学研パブリッシング 022 

自由の哲学者カント 中山 元∥著 光文社 134 

自分では気づかない、ココロの盲点 池谷 裕二∥著 朝日出版社 141 

人生はドンマイドンマイ 美輪 明宏∥著 家の光協会 159 

神社博物館事典 青木  豊∥編 雄山閣 175 

『本の花』 

平松 洋子∥著 

本の雑誌社 分類 019 

よしもとばなな、小川洋子、辛酸なめ子、小泉武夫、いとうせいこう…。小説、料理の本、

写真集など様々な本について綴った、読書エッセイ。太田和彦・大竹聡との酒をめぐる話、

鴻巣友季子との再読にまつわる対談も収録。 

― 歴史・地理 ― 

藤原道長「御堂関白記」を読む 倉本 一宏∥著 講談社 210.3 

昭和二十五年最後の戦死者 城内  康伸∥著 筑摩書房 210.7 

会えてよかった 安野  光雅∥著 朝日新聞出版 281 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯 〔上・下〕 塩野  七生∥著 新潮社 289 

新・モノでまなぶ日本地理 小田  忠市郎∥著 地歴社 291 

にょろり旅・ザ・ファイナル 青山 潤∥著 講談社 292 

『玄人ですもの 室井滋のオシゴト探検 』 

室井 滋∥著 

中央公論新社 分類 281 

いざ、プロフェッショナルの職場へ。列車のデザイナー、築地で知られたマグロ仲買人、

ヴァイオリンを 1 秒で買う目利き、凄腕の麻薬 G メン…。大人のための社会科見学ドキュ

メント。『婦人公論』連載の対談を単行本化。 

― 社会科学 ― 

なぜ独裁はなくならないのか 千野 境子∥著 国土社 313 

基本行政法 中原  茂樹∥著 日本評論社 323 

現代資本主義とマルクス経済学 高田  太久吉∥編著 新日本出版社 332 

一番やさしい自治体予算の本 定野 司∥著 学陽書房 349   

福祉・介護の資格と仕事 梅方 久仁子∥著 技術評論社 369.1 

作ってあそべる製作ずかん 今野  道裕∥著 学研教育出版 376 

ちょっと待ったその就活！ 上田 晶美 ∥著 技術評論社 377 

フードを包む 福田 里香‖著 柴田書店 385   

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 2 月号 
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― 自然科学 ― 

歴史でわかる科学入門 ウィリアム  Ｆ．バイナム∥著 太田出版 402 

ナチュラル・ナビゲーション トリスタン  グーリー∥著 紀伊國屋書店 448 

巨大地震の科学と防災 金森 博雄∥著 朝日新聞出版 453 

生きているとはどういうことか 池田 清彦∥著 筑摩書房 461 

昆虫名方言事典 阿部  光典∥著 サイエンティスト社 486 

胃がん手術後の生活読本 佐野  武∥監修 主婦と生活社 493.4 

ボケないための笑いヨガ 高田 佳子∥著 春陽堂書店 498.3 

『アリたちとの大冒険 愛しのスーパーアリを追い求めて』 

マーク Ｗ．モフェット∥著  

化学同人 分類 486 

略奪アリ、軍隊アリ、ツムギアリ…。世界のスーパーアリ 6 種を、迫力のクローズアッ

プ写真で紹介。高度な分業、5 千万年続く農業、華麗な空中建築、徹底した奴隷制など、

奇妙で衝撃的なアリたちの姿を生き生きと描く。 

― 技術 ― 

素敵な家は間取りがいい！３２プラン徹底解説 ニューハウス出版株式会社∥編集 ニューハウス出版 527 

お嬢さん、空を飛ぶ 松村 由利子∥著 ＮＴＴ出版 538 

日本の軍艦これくしょん 日本の軍艦研究会∥編著 アスペクト 556 

ドナ・ウィルソン Ｄｏｎｎａ Ｗｉｌｓｏｎ∥著 ビー・エヌ・エヌ新社 589 

『恋するフレンチ・トースト  魅惑のパン・ペルデュ  』 

勝野 雅奈恵∥著 

幻冬舎 分類 596.6 

朝食に、ワインのお供に、アレンジいろいろ。固くなったパンをリメイクして、おうちで

簡単カフェごはん! いちごのショートケーキ風、クリーミー・サレなど、パン・ペルデュ

=フレンチ・トーストのオリジナルレシピを紹介。 

― 手芸・料理 － 

大人かわいい！ストール使いこなしレッスン 福田 栄華∥著 ＰＨＰ研究所 593.8 

和食のＡＢＣ教えます 高木 ハツ江∥著 ＮＨＫ出版 596.2 

― 産業 － 

フラワーデコレーション図鑑２００ フローリスト編集部∥編 誠文堂新光社 627 

猫だって長生きしたい 野澤 延行∥著 有楽出版社 645 

探偵の探し方・頼み方ガイド 植草 宏一∥監修 主婦の友社 673 

ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。 杉山  淳一∥著 幻冬舎 686 

― 芸術・スポーツ ー 

ニューヨーク・アート、ニューヨーク・アーティスト 杉浦  邦恵∥著 美術出版社 702 

一度は見たい「浮世絵」名作１００選 白倉 敬彦∥監修 宝島社 721 

本の品格 野村  保惠∥著 印刷学会出版部 749 

中村勘三郎最期の１３１日 波野 好江∥著 集英社 774 

最新護身術 松元  國士∥監修 スコラマガジン 789   
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― 言語・文学 ― 

現実を動かす会話力 齋藤  孝∥著 扶桑社 809 

ニューエクスプレスアイヌ語 中川 裕∥著 白水社 829 

この時代小説がすごい！ 〔２０１４年版〕 『この時代小説がすごい！』編集部∥編 宝島社 910.2 

シルバー川柳 〔一期一会編〕 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 － 

『 その鏡は噓をつく  』 

薬丸 岳∥著 

講談社 分類 913.6 

エリート医師が鏡に囲まれた部屋で自殺した。その後、医学部受験を控えた青年が失踪。

検事の志藤は他殺の可能性を見破り、独自に捜査を進める。その頃、東池袋署の刑事・夏

目信人は街を歩き、小さな手がかりを見つめていた…。 

『 五峰の鷹  』 

安部 龍太郎∥著 

小学館 分類 913.6 

三島清十郎の額には、幼い頃に三島家が落城するときに負った刀傷がある。16 歳になった

清十郎は、明国の海商・王直に会いに行くことになり…。海を奔る男たちの壮大なる戦国

叙事詩。『週刊ポスト』連載を加筆修正し単行本化。 

めぐり糸 青山  七恵∥著 集英社 913.6 

向かい風で飛べ！ 乾  ルカ∥著 中央公論新社 913.6 

宝の山 梶  よう子∥著 実業之日本社 913.6 

子育てはもう卒業します 垣谷  美雨∥著 祥伝社 913.6 

火男 吉来  駿作∥著 朝日新聞出版 913.6 

旅者の歌 小路  幸也∥著 幻冬舎 913.6 

逃亡者 新堂  冬樹∥著 角川春樹事務所 913.6 

香夜（かぐや） 高樹  のぶ子∥著 集英社 913.6 

デビクロくんの恋と魔法 中村 航∥著 小学館 913.6 

問いのない答え 長嶋  有∥著 文藝春秋 913.6 

象の墓場 楡  周平∥著 光文社 913.6 

Ｑｒｏｓの女 誉田  哲也∥著 講談社 913.6 

貝塚少年保養所 南川  泰三∥著 作品社 913.6 

雪に咲く 村木  嵐∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

漁師の愛人 森  絵都∥著 文藝春秋 913.6 

人生はまだ旅の途中 桐島  洋子∥著 大和書房 914.6 

エスカレーター人間 外山  滋比古∥著 芸術新聞社 914.6 

私と三人息子は発達障害です。何か？ 笹森 理絵∥著 廣済堂出版 916 

ディア・ライフ アリス  マンロー∥著 新潮社 933 

失われた名前 マリーナ  チャップマン∥著 駒草出版 936      

ブティックの女 アンドレア  ヴィターリ∥著 シーライトパブリッシング 973 
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～１月の予約ランキング～ 

１  ペテロの葬列      宮部 みゆき 

２ 疾風ロンド       東野  圭吾 

３ 永遠の０        百田 尚樹 

４ Ｑｒｏｓの女      誉田  哲也 

４ 昭和の犬        姫野 カオルコ 

６ 湯島ノ罠        佐伯  泰英 

７ 恋歌          朝井 まかて 

８ 幸福な生活       百田  尚樹 

９ ゼロ          堀江 貴文 

10 祈りの幕が下りる時   東野  圭吾 

― ビジネス・PC － 

「自分らしさ」を見失わずに働く方法 高城 幸司∥著 大和書房 BU 159.4 

ビジネス法務基本用語和英辞典 〔第２版〕 原  秋彦∥著 商事法務 BU 335 

最新ＩＳＯ２７００１ ２０１３の仕組みがよ～くわかる本 打川 和男∥著 秀和システム BU 336.1 

小さな会社と個人事業者のための「８％消費税」に備える本 平石  共子∥著 日本実業出版社 BU 336.9 

Ｗｉｎｄｏｗｓ  ８．１大事典使える技１０００＋α  アスペクト PC 007 

はじめてのＷｉｎｄｏｗｓ  ８．１ 〔基本編〕 戸内  順一∥著 秀和システム PC 007 

５０代からのｉＰａｄ 馬塲 寿実∥著 エクスナレッジ PC 548 

大きな字ですぐわかるはじめてのキーボードで文字入力 尾崎  裕子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ PC 809 

― 文庫・新書 ― 

明日町こんぺいとう商店街 大島 真寿美 ∥著 ポプラ社 M 913.6 

大江戸「町」物語 小杉  健治∥著 宝島社 M 913.6 

刑事の絆 堂場 瞬一∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

三毛猫ホームズのあの日まで・その日から 赤川 次郎∥著 光文社 M 914.6 

古書店主 マーク プライヤー ∥著 早川書房 M 933 

中学受験に失敗しない 高濱 正伸∥著 ＰＨＰ研究所 S 376 

体内時計のふしぎ 明石 真∥著 光文社 S 491 

体を壊す１３の医薬品・生活用品・化粧品 渡辺  雄二∥著 幻冬舎 S 499 

勝負心 渡辺 明∥著 文藝春秋 S 796 

愛される話し方 吉川  美代子∥著 朝日新聞出版 S 809 

― YA ― 

会社のしごと 【５】 松井 大助∥著 ぺりかん社 Y 366 

シンデレラウミウシの彼女 如月 かずさ∥著 講談社 Y 913 

きっときみに届くと信じて 吉富 多美∥作 金の星社 Y 913 

ファイアー・クロニクル ジョン スティーブンス ∥著 あすなろ書房 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『ちいさなあなたへ』  

アリスン・マギー∥ぶん 
主婦の友社 

 お母さんとその子どもたちに贈る心に響

く絵本です。子どもへの愛情・喜び・不安・

せつなさやさびしさが、やさしい言葉で語ら

れています。 

子どももやがていつかは小さな背中に責任

を負ってひとりで生きてゆくことに気づかさ

れるような一冊です。お母さんやこれからお

母さんになる方、巣立っていく子どもたちに

もぜひ読んでほしい感動の絵本です。 
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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。 

指定管理者アンケートへのご協力をお願いします 

和泉図書館・シティプラザ図書館・自動車文庫にて、

図書館運営に関するアンケートを下記の日程で実施

しております。 

今後の図書館サービス向上のため、みなさまのお声

を聞かせていただきたいと思いますので、ご理解・ご

協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

アンケート配布・回収期間 

１月 15 日（水） ～ ２月１３日（木） 

Happy Birthday!! 

鮎川哲也(２月 14日) 
 
推理小説家。昭和２３年以後、本格推理の傑作

を次々と生み、時刻表推理小説の第一人者。埋も

れた名作発掘に尽力し、名アンソロジストとして

知られる。経歴・私生活を一切公開しないので有

名。平成２年本格推理小説を対象にした鮎川哲也

賞が創設された。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

 

 

    

他の２月生まれの作家さん(敬称略) 

 高村薫(６日)  山田詠美(８日) 
 伊集院静(９日)  乙川優三郎(17 日) 

 

 



 

平成２５年度２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 

４ 

 

４ ５ 
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