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March 

 

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) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

21日(金) 

１日(土)～３日(月) 

10 日(月)17 日(月) 

24 日(月)28 日(金) 

31日(月) 

３日(月)～７日(金)  

10 日(月)17 日(月) 

24日(月)31日(月)  

 

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          終了しました 

シティプラザ図書館      終了しました 

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 

「女性のためのヨガ教室」を開催しました！ 

 

２月９日（日）、和泉図書館集会室で 

「女性のためのヨガ教室」を開催しました。 

池田下町にあるヨガ教室、ＢＨＢアットヨガから 

講師の古田清子さんをお招きし、肩こり・腰痛に効くヨガを教えていただきました。 

ゆったりとした音楽が流れる中、全身を動かして筋肉をほぐしました。 

講師の古田さん、参加されたみなさま、ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

１ 土  17 月 ○休に、南 

２ 日  18 火  

３ 月  19 水  

４ 火  20 木        

５ 水            21 金 ○休プ 

６ 木  22 土  

７ 金   23 日   

８ 土  24 月 ○休に、南 

９ 日  25 火   

10 月 ○休に、南 26 水   

11 火         27 木  

12 水  28 金 ○休に 

13 木  29 土   

14 金 ○休和 30 日  

15 土  31 月 ○休に、南 

16 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちのまちクイズ大会 
日時：３月 29日(土) 14：00 ～ 15：30 

場所：和泉図書館 集会室１・２   

対象：小学生５０名  参加無料 

申込：３月８日(土) 9：00 ～ 

和泉図書館カウンターまたは電話にて 

   定員に達するまで受付 

和泉市に関するクイズ大会です。紙芝居もあります。 

 

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 (13 日) ・おはなし会 (15 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～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） 

和泉図書館・シティプラザ図書館３月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「ジュマンジ」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「がんばれスイミー」です。 
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絵本とおはなしの時間 

日時：３月９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。 

おとなのためのお話会 
日時：３月 12日(水)14:00 ～ 15:00 
場所：にじのとしょかん  定員：２０名 
申込：にじのとしょかんカウンターまたは電話にて 
   定員に達するまで受付中 
詳細・お問い合わせはにじのとしょかんまで 

春の工作教室 
日時：３月 25日(火)14：00 ～ 16：00 
場所：シティプラザ 地下１階多目的室 
対象：幼児から小学生まで 参加申込不要 
内容：ミニランドセル ちょうちょペンたて 
   イカ・タコ人形 

本のリサイクル市 
日時：３月 29日(土)10：00 ～ 16：00 
場所：シティプラザ 地下１階多目的室 
お一人様１０冊まで本をお持ちいただけます。 
当日午前９時から多目的室にて整理券を配布します。 
本を入れる袋はご持参ください。 

南部ＲＣ図書室 

シティプラザ図書館 

にじのとしょかん 

おはなし会 

日時：３月８日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「おともだちと」 

おやまのがっこう 

日時：３月 16日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「チューリップ」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。   

★わたしたちのまちクイズ大会 (和) 

 

南
部
Ｒ
Ｃ
図
書
室 

蔵
書
点
検 

に
じ 

蔵
書
点
検 

※蔵書点検期間中の図書館は、休館となります。 

和泉図書館 

★本のリサイクル市(プ) 

 

★春の工作教室 (プ) 

 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

世界の夢の図書館  エクスナレッジ 010 

ジェフ・ベゾス果てなき野望 ブラッド  ストーン∥著 日経ＢＰ社 024 

江戸の朱子学 土田  健次郎∥著 筑摩書房 121 

なくしたものとつながる生き方 尾角 光美∥著 サンマーク出版 146 

心がみるみる晴れる坐禅のすすめ 平井 正修∥著 幻冬舎 188 

一冊でわかるキリスト教 船本  弘毅∥監修 成美堂出版 190 

『大図解戦国史』 

小和田 哲男∥著 小和田 泰経∥著 小和田 哲男∥監修 

平凡社 分類 210.4 

武将たちが戦いに明け暮れた戦国時代を、地方の戦国史、群雄概説、城、合戦、軍装など

のテーマ別に徹底解説。戦国大名の城を CG で完全復元し、武将たちの動向を示す詳細な

地図、有名合戦の 3D 展開図なども掲載する。 

― 歴史・地理 ― 

逆説の世界史 〔１〕 井沢 元彦∥著 小学館 204 

天皇と日本人 山折 哲雄∥著 大和書房 210 

ここまでわかった！縄文人の植物利用 工藤  雄一郎∥編 新泉社 210.2 

禁城の虜 加藤  康男∥著 幻冬舎 289 

徳川慶喜 家近 良樹∥著 吉川弘文館 289 

日帰り温泉＆スーパー銭湯 〔２０１４ 関西版〕  ぴあ 291 

『お茶の歴史 』 

ヘレン サベリ∥著 竹田 円∥訳 

原書房 分類 383 

中国、イギリス、インドの緑茶や紅茶、中央アジア、ロシア、トルコ、アフリカのお茶…。

数え切れないほどたくさん種類のある世界のお茶を取り上げ、その歴史を地域ごとにわか

りやすく紹介する。巻末にレシピ集も収録。 

― 社会科学 ― 

学校では絶対に教えてくれない僕たちの国家 三橋  貴明∥著 ＴＡＣ株式会社出版事業部 311 

はじめて学ぶ法学の世界 関根  孝道∥著 昭和堂 321 

株の超入門書 安恒 理∥著 高橋書店 338 

事例で理解する！小規模宅地特例の活用 高橋 安志∥著 ぎょうせい 345 

巨大災害・リスクと経済 澤田  康幸∥編 日本経済新聞出版社 369.3 

壁面ポップ＆イラストＢＯＯＫ 桜木 恵美∥イラスト いかだ社 374 

世界の学校 〔新版〕 二宮  皓∥編著 学事出版 372 

「沖縄シマ豆腐」物語 林  真司∥著 潮出版社 383 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 3 月号 
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― 自然科学 ― 

物理 アイザック マクフィー∥著 創元社 420 

宇宙，無からの創生  ニュートンプレス 443 

かくれん部（ぼ） かくれん部探検隊∥著 アスペクト 481 

人間と動物の病気を一緒にみる バーバラ  Ｎ．ホロウィッツ∥著 インターシフト 490 

家族のココロを軽くする認知症介護お悩み相談室 長田  久雄∥著 中央法規出版 493.7 

「年寄り半日仕事」のすすめ 三浦  雄一郎∥著 廣済堂出版 498.3 

身近な薬草活用手帖 寺林  進∥監修 誠文堂新光社 499 

『糖尿病のためのごちそうスープ おいしく食べて糖尿病を防ぐ!』 

村上  祥子∥著 

ＰＨＰ研究所 分類 493.1 

栄養がぎゅっと詰まったスープで血糖値がぐんぐん下がります! ごろごろビーフシチュ

ー、ブイヤベース、チリコンカンなど、糖尿病の予備軍、または血糖値が気になる人のた

めのスープレシピを提案します。 

― 技術 ― 

一人で特許〈実用新案・意匠・商標〉の手続きをするならこの１冊〔第４版〕 中本 繁実∥著 自由国民社 507 

写真で綴る昭和の鉄道施設 〔西日本編〕 宮下  洋一∥著 ネコ・パブリッシング 516 

いい階段の写真集 ＢＭＣ∥編 パイインターナショナル 524 

『キッチンの歴史 料理道具が変えた人類の食文化』 

ビー ウィルソン∥著  真田 由美子∥訳 

河出書房新社 分類 596.9 

食の歴史はテクノロジーの歴史だ! スプーン、包丁、鍋、電子レンジ、冷蔵庫…。古今東

西の料理道具や調理器具の歴史をたどりながら、それらが人々の食習慣や食文化をどのよ

うに変えてきたのかを読み解く。 

― 手芸・料理 － 

ヒーロースーツの作りかた ヒーロースーツ制作委員会∥著 グラフィック社 593 

スマイルデザインカプチーノ ナガノ マサユキ∥著 旭屋出版 596.7 

暮らしの「スゴ技」大百科  宝島社 597    

― 産業 － 

２０２０年の日本 谷川 史郎∥著 東洋経済新報社 602 

庭先でつくるトロピカルフルーツ 米本 仁巳∥著 農山漁村文化協会 625 

世界の楽しいパッケージデザイン ミゲル  アベジャン∥著 グラフィック社 675 

切手女子のかわいい収集 BOOK     ばば ちえ∥著 PHP研究所 693 

― 芸術・スポーツ ー 

落款の疑問１００ 吉澤  鐵之∥作例  解説 芸術新聞社 728 

５回で折れる！折り紙おもちゃ 築地制作所∥編  著 ＰＨＰ研究所 754 

レッスンしましょ！ ムジカノーヴァ∥編 音楽之友社 763 

わくわく大相撲ガイド 〔押し出し編〕 日本相撲協会∥監修 河出書房新社 788 

もっと羽生流！初段＋プラスの詰将棋１５０題 羽生 善治∥著 成美堂出版 796 
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― 言語・文学 ― 

朝日キーワード 〔２０１５〕 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 813 

日本人なのに知らないやさしい漢字の意外な読み方 鈴木  昭夫∥著 河出書房新社 811 

小説のタクティクス 佐藤  亜紀∥著 筑摩書房 901   

本当はひどかった昔の日本 大塚  ひかり∥著 新潮社 910.2 

－ 小説・エッセー － 

『りぽぐら!  』 

西尾 維新∥著 

講談社 分類 913.6 

文字を封じるたびに、物語は生まれ変わる-。西尾維新が、言葉の持つ無限の可能性に挑ん

だ意欲作。3 編 5 通り、計 15 編の実験小説を、15 人の絵師による豪華挿絵とともに収録。

『メフィスト』掲載を単行本化。 

『一千兆円の身代金    』 

八木 圭一∥著 

宝島社 分類 913.6 

大物政治家の孫が誘拐された。前代未聞の要求にマスコミは騒然。警視庁は捜査一課特殊

犯係を直ちに派遣し、国家の威信をかけた大捜査網を展開する。やがて捜査陣は、あるブ

ログの存在に行き着くが…。 

トラップ 相場  英雄∥著 双葉社 913.6 

峠越え 伊東  潤∥著 講談社 913.6 

とまどい本能寺の変 岩井  三四二∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

小川洋子の陶酔短篇箱 小川  洋子∥編著 河出書房新社 913.6 

穴 小山田  浩子∥著 新潮社 913.6 

特命指揮官 梶永  正史∥著 宝島社 913.6 

虎の尾 今野  敏∥著 徳間書店 913.6 

その峰の彼方 笹本  稜平∥著 文藝春秋 913.6 

黄昏の光と影 柴田  哲孝∥著 光文社 913.6 

彼が通る不思議なコースを私も 白石  一文∥著 集英社 913.6 

舞台 西  加奈子∥著 講談社 913.6 

十津川警部東北新幹線「はやぶさ」の客 西村  京太郎∥著 実業之日本社 913.6 

翔ぶ少女 原田  マハ∥著 ポプラ社 913.6 

手のひらの音符 藤岡  陽子∥著 新潮社 913.6 

ターミナルタウン 三崎  亜記∥著 文藝春秋 913.6 

ことばの形見 今井 美沙子∥著 作品社 914.6 

人生のお福分け 清川  妙∥著 集英社 914.6 

血の探求  エレン  ウルマン∥著 東京創元社 933 

愛と障害 アレクサンダル ヘモン∥著 白水社 933 

黒いダイヤモンド ジュール ヴェルヌ∥著 文遊社 953     

バルバラ アブドゥラマン  アリ  ワベリ∥著 水声社 953 



 

～ 2月の予約ランキング～ 
 

１  ペテロの葬列         宮部 みゆき 

２ 昭和の犬           姫野 カオルコ 

３ ビブリア古書堂の事件手帖〔５〕三上  延 

４ 穴              小山 田浩子 

４ 首折り男のための協奏曲    伊坂 幸太郎 

６ 教場             長岡 弘樹 

７ 毎日がときめく片づけの魔法  近藤 麻理恵 

７ 恋歌             朝井 まかて 

７ 幸福な生活          百田 尚樹 

７ 村上海賊の娘 〔上・下〕    和田 竜 

 

― ビジネス・PC － 

給与計算をするならこの１冊 〔第１１版〕 河野 順一∥著 自由国民社 BU 336.4 

ゼロから始める決算書入門 櫻庭  周平∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ BU 336.8 

あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。 日野 瑛太郎∥著 東洋経済新報社 BU 366 

プロのフライヤーレイアウト フレア∥編 グラフィック社 BU 674 

できるゼロからはじめるエクセル超入門 柳井  美紀∥著 インプレスジャパン PC 007 

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ逆引きデザイン事典   上原 ゼンジ∥著 翔泳社  PC 007 

ｉＣｌｏｕｄ使いこなしガイド 〔２０１４〕  三才ブックス PC 547 

今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ∥著 技術評論社 PC 548 

― 文庫・新書 ― 

読書は「アウトプット」が９９％ 藤井 孝一∥著 三笠書房 M 019 

世継ぎの謀略 小杉  健治∥著 光文社 M 913.6 

海よかもめよ 水田 勁∥著 双葉社 M 913.6 

青山骨董通りのダイヤモンド 和田  はつ子∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

米中開戦 〔１・２〕 トム クランシー∥著 新潮社 M 933 

心の力 姜  尚中∥著 集英社 S 159 

『永遠の０』と日本人 小川  榮太郎∥著 幻冬舎 S 210.7 

仕事で差がつく根回し力 菊原 智明∥著 青春出版社 S 336.4 

だいじょうぶ認知症 和田  行男∥著 朝日新聞出版 S 493.7 

荒木飛呂彦論 加藤 幹郎∥著 筑摩書房 S 726 

― YA ― 

走れ！移動図書館 鎌倉  幸子∥著 筑摩書房 Y 015 

医者になりたい君へ 須磨 久善∥著 河出書房新社 Y 494 

今昔物語集 令丈 ヒロ子∥著 岩崎書店 Y 913 

路上のストライカー マイケル  ウィリアムズ∥作 岩波書店 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『カリスマ案内人と行く大阪まち歩き』  

栗本智代∥著 創元社 
 

 大阪市内と堺、８つのコースをそれぞれの

案内人と一緒に徒歩と自転車で巡る本です。 

各テーマに沿って、個性豊かな案内人が名所

名物を紹介しています。読後には行った気分

に満足するのも良し、自分の目で確かめに行

くのも良し―そんな一冊です。 
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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の 

ご協力ありがとうございました 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館・自動

車文庫にて、実施しておりました図書館運

営に関するアンケートへのご協力、ありが

とうございました。 

いただいたご意見は、今後の図書館サー

ビスの向上に活用させていただきます。 

 

Happy Birthday!! 

重松 清(3月 6日) 
 
出版社勤務を経て、フリーライターに。 

平成三年「ビフォア・ラン」で作家デビュー。

「ナイフ」で坪田譲治文学賞、「エイジ」で山

本周五郎賞、「ビタミンＦ」で直木賞受賞。ま

た、「田村章」など 20 近いペンネームを持ち

ドラマや映画のノベライズ、週刊記事のリラ

イトも手がける。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    他の３月生まれの作家さん(敬称略) 

 佐藤賢一(12 日)江國香織 (21 日) 
 石田衣良(28 日) 小川洋子 (30 日) 

 

 



 

平成２５年度３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 

 

５ 

６ 12 13 

 

13 

19 19 20 20 

25 25 26 26 

27 


