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April 

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) 

14日(月) 21日(月) 

28日(月)  

 

 

 

 

日時：４月２７日（日）  …中学生・高校生対象 

４月２９日（火・祝）…小学生（４年生以上）対象 

各日とも午前８時４５分 ～ 午後４時 

場所：和泉図書館・シティプラザ図書館 

定員：各３名 

申込：往復はがきに住所、氏名、年齢(学年)、電話番号、希望館名を書いて、 

４月１８日（金）必着で和泉図書館までお送り下さい。 

図書館のお仕事、私たちと一緒にやってみませんか？ 

 

３月２日（日）に、シティプラザ図書館で原ゆたか先生の講演会＆ 

おえかき会・サイン会が開催されました！ 

講演会では、子どもたちから圧倒的な支持を受けている「かいけつゾロリ」 

の秘密を教えていただきました。 

おえかき会・サイン会では、子どもたち一人一人に気さくに声をかけ、 

将来の夢などを聞かれる姿が印象的で、原さんの人柄の温かさを感じました。 

原ゆたか先生、参加された皆さん、本当にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

１ 火  16 水  

２ 水  17 木  

３ 木  18 金 ○休プ 

４ 金 ○休南 19 土        

５ 土            20 日  

６ 日  21 月 ○休に、南 

７ 月 ○休に、南  22 火   

８ 火  23 水   

９ 水  24 木   

10 木  25 金  ○休に 

11 金 ○休和        26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 ○休に、南 

14 月 ○休に、南  29 火  

15 火  30 水  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さがせ！チリモン！！ 
日時：５月６日(火) 13：30 ～ 15：30 

場所：和泉図書館 集会室１・２  定員：３０名 

対象：小学生・中学生 

（小学１・２年生は保護者の付添が必要です） 

参加費：２００円（当日ご用意ください） 

持ち物：筆記用具（えんぴつ・消しゴム） 

申込：４月 13日(日) 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 

ちりめんじゃこの中にかくれている小さな生き物 

チリメンモンスターをみんなで探しましょう！ 

 

 

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 

おはなしのひ 

(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） 

和泉図書館・シティプラザ図書館４月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「モンスターズ・インク」です。 
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南部ＲＣ図書室 

シティプラザ図書館 

おはなし会 

日時：４月 12日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「であいのとき」 

おやまのがっこう 

日時：４月 20日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：工作「こいのぼり」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。   

和泉図書館 

★青空おはなし会 (プ) 

 

★むかしあそびをしよう(プ) 

 

むかしあそびをしよう 
日時：４月 12日(土) 14：00 ～ 14：30 

場所：シティプラザ図書館内オアシス 

   （雨天時はおはなし室にて制作のみ） 

対象：幼児から小学生、年配の人も 参加申込不要 

牛乳パックとストローの竹とんぼを作って飛ばそう！     

青空おはなし会 
日時：４月 13日(日) 14：00 ～ 14：30 

場所：シティプラザ図書館内オアシス（雨天時はおはなし室） 

図書館の中庭「オアシス」で絵本の読み聞かせなどをします。 

入場無料、参加申込不要です。当日直接お越し下さい。 
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今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

ドーナツを穴だけ残して食べる方法   大阪大学ショセキカプロジェクト∥編 大阪大学出版会  002 

デジタルデトックスのすすめ 米田  智彦∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 007 

西洋の書物工房 貴田  庄∥著 朝日新聞出版 022 

図解神道としきたり事典 茂木  貞純∥監修 ＰＨＰ研究所 170 

根来寺を解く 中川  委紀子∥著 朝日新聞出版 188 

聖書読解事典 ヘンリー ウォンズブラ∥著 原書房 193 

『雑誌倶楽部』 

出久根 達郎∥著  

実業之日本社 分類 051 

雑誌は、教科書に出ていない事柄や覚えても何の役にも立たぬことなど、ありとあらゆる

ことを教えてくれる。『キング』『平凡』など、明治〜昭和のおもしろ記事を掘り起こす。

『月刊ジェイ・ノベル』連載を加筆修正し単行本化。 

― 歴史・地理 ― 

装飾古墳の世界をさぐる 大塚  初重∥著 祥伝社 210.3 

日本の戦争と宗教１８９９－１９４５ 小川原 正道∥著 講談社 210.6 

トランス・アトランティック物語 落合  一泰∥著 山川出版社 256 

美女図鑑 おおた うに∥著 大和書房 280   

ドクちゃんは父になった 野島  和男∥訳編著 高文研 289 

海外旅行安全対策マニュアル ブルーガイド編集部∥編集 実業之日本社 290 

『図説ピラミッドの歴史』 

大城 道則∥著  

河出書房新社 分類 242 

いまだ、その存在理由が解き明かされていないピラミッド。エジプトを中心に約 50 の

ピラミッドを豊富な写真とともに検証しながら、「ピラミッドとは何か」という謎に迫

る。 

― 社会科学 ― 

私たちはどこから来て、どこへ行くのか 宮台 真司∥著 幻冬舎 304 

地方自治法講義 〔改訂版〕 猪野 積∥著 第一法規 318 

行政書士をめざす人の本 〔’１４年版〕 泉 恵理子∥著 成美堂出版 327 

全４７都道府県幸福度ランキング 〔２０１４年版〕 寺島  実郎∥監修 東洋経済新報社 361 

家で介護が必要になったとき 田中  元∥著 ぱる出版 369.2 

お弁当を作ったら 竹下 和男∥著 共同通信社 374 

ハーヴァード大学の秘密 古村 治彦∥著 ＰＨＰ研究所 377 

アジアの里山食生活図鑑 養父  志乃夫∥著 柏書房 383 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 4 月号 
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― 自然科学 ― 

数的センスを磨く超速算術 涌井  良幸∥著 実務教育出版 411 

旧暦七十二候の暮らし術 花島  ゆき∥文  絵 ブルーロータスパブリッシング 449 

ゲノムに書いてないこと 中村  桂子∥著 青土社 460 

世界の美しい魚 松浦  啓一∥監修 パイインターナショナル 481 

図解脳卒中家庭でできる簡単リハビリ 三好  正堂∥著 実業之日本社 493.7 

６０歳からの太らない食べかた 済陽 高穂∥著 日東書院本社 498.5 

― 技術 ― 

注目のスーパーマテリアル  ニュートンプレス 501 

東京２０２０計画地図 東京都市計画研究会∥編 かんき出版 518 

それでも日本人は原発を選んだ 朝日新聞取材班∥著 朝日新聞出版 539 

『園児べんとう  はじめてママも OK!まいにち完食! 』 

長谷川 りえ∥著   

枻出版社 分類 596.4 

自分のおべんとうを作ったことのあるママでも、園児のとなると戸惑うこともいっぱい。

そんなママの不安を解消する、基本のおべんとう作りや、おべんとうのおかず&ご飯を

紹介します。1 か月おべんとうカレンダーも掲載。 

― 手芸・料理 － 

既製品よりもかわいい！パッチワークのベビー＆ママグッズ  パッチワーク通信社 594 

日本料理の「だし」「たれ」「合わせ調味料」教科書 鈴木 隆利∥著 旭屋出版 596.2 

収納をカエテミル 川上 ユキ∥著 大和書房 597 

― 産業 － 

１２カ月のフラワーアレンジ＊バイブル  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 627 

２０代でも給料以上稼げる不動産投資術 長岐 隆弘∥著 扶桑社 673 

図説世界史を変えた５０の鉄道 ビル  ローズ∥著 原書房 686 

中学生でもわかるｉＯＳアプリ開発講座 林 晃∥著 シーアンドアール研究所 694 

― 芸術・スポーツ ー 

ママ＆パパのためのスクラップホリックの本 エディシォン  ドゥ  パリ∥編 エディシォン・ドゥ・パリ 744 

草木染日本の縞 〔新装版〕 山崎 青樹∥著 美術出版社 753 

ピアノ伴奏日本童謡・唱歌全集 編集部∥編 メトロポリタンプレス 767 

役者がわかる！演目がわかる！歌舞伎入門 犬丸  治∥監修 世界文化社 774 

新みんなのカーリング 小川  豊和∥監修 学研教育出版 784 

― 言語・文学 ― 

その言葉だと何も言っていないのと同じです！ 吉岡  友治∥著 日本実業出版社 809 

伝え残したい童謡の謎ベスト・セレクション 合田  道人∥著 祥伝社 909 

斎藤茂吉異形の短歌  品田  悦一∥著 新潮社 911.1 

― YA ― 

起業家という生き方 小堂  敏郎∥著 ぺりかん社 Y 335 

ショウ 吉野 匠∥著 ＴＯブックス Y 913 
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－ 小説・エッセー － 

『ナーダという名の少女』 

角野 栄子∥著 

KADOKAWA 分類 913.6 

一人で映画を見にきたアリコは、右目は翡翠色、左目は水色の少女ナーダと出会った。そ

して、ジットという青年と会っていくうちに、ナーダの秘密を知り…。『大分合同新聞』等

連載を加筆修正し単行本化。 

アトミック・ボックス 池澤  夏樹∥著 毎日新聞社 913.6 

神様の休日 岡本  貴也∥著 幻冬舎 913.6 

教授と少女と錬金術師 金城 孝祐∥著 集英社 913.6 

ぎやまん物語 北原  亞以子∥著 文藝春秋 913.6 

蔦重の教え 車  浮代∥著 飛鳥新社 913.6 

ラブ・オールウェイズ 小手鞠  るい∥著 祥伝社 913.6 

連写  今野 敏∥著 朝日新聞出版 913.6 

鉄童の旅 佐川  光晴∥著 実業之日本社 913.6 

八月の青い蝶 周防  柳∥著 集英社 913.6 

春、戻る 瀬尾  まいこ∥著 集英社 913.6 

新生 瀬名 秀明∥著 河出書房新社 913.6 

内通者 堂場  瞬一∥著 朝日新聞出版 913.6 

波形の声 長岡  弘樹∥著 徳間書店 913.6 

ハンザキ 両角 長彦∥著 双葉社 913.6 

コルバトントリ 山下  澄人∥著 文藝春秋 913.6 

約束の海 山崎 豊子∥著 新潮社 913.6 

おやつ 阿川  佐和子∥ほか著 パルコエンタテインメント事業部 914.6 

それからの納棺夫日記 青木 新門∥著 法藏館 914.6 

ホップステップホーム！ 玉岡  かおる∥著 有楽出版社 914.6 

レティシア・カーベリーの事件簿 Ｍ．Ｒ．ラインハート∥著 論創社 933 

象にささやく男 ローレンス  アンソニー∥著 築地書館 936   

― 文庫・新書 ― 

泣く技術 寺井 広樹∥著 ＰＨＰ研究所 M 498.3 

卵町 栗田 有起∥著 ポプラ社 M 913.6 

美雪晴れ 髙田  郁∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

迷い神 藤井  邦夫∥著 祥伝社 M 913.6 

秘密攻撃部隊 〔上・下〕 デイル ブラウン∥著 扶桑社 M 933 

正義の偽装 佐伯  啓思∥著 新潮社 S 304 

日本人のための「集団的自衛権」入門 石破 茂∥著 新潮社 S 319 

こんなふうに教わりたかった！中学数学教室 定松 勝幸∥著 ＳＢクリエイティブ S 410 

やってはいけない頭髪ケア 板羽 忠徳∥著 青春出版社 S 494 

覆す力 森内 俊之∥著 小学館 S 796 



 

～ ３月の予約ランキング～ 
 

１  約束の海             山崎  豊子 

２ 美雪晴れ             髙田  郁 

３ 首折り男の為の協奏曲       伊坂  幸太郎 

４ 長女たち             篠田  節子 

５ 内通者              堂場  瞬一 

５ 白ゆき姫殺人事件         湊  かなえ 

７ 収納をカエテミル         川上 ユキ 

８ イニシエーション・ラブ      乾 くるみ 

９ 波形の声               長岡  弘樹 

９ Ｓｔｏｒｙ  Ｓｅｌｌｅｒ  ａｎｎｅｘ 

有川  浩 ほか 

９ 穴                小山田  浩子 

９ 川あかり             葉室 麟 

― ビジネス・PC － 

失敗しない廃業・事業承継のしかた事典 ＢＮＣ∥編著 西東社 BU 335.4 

会社では教えてくれない！頭のいい片づけ術・捨てる術 本田  尚也∥著 ぱる出版 BU 336.5 

「１秒！」で財務諸表を読む方法 〔経済ニュース編〕 小宮 一慶∥著 東洋経済新報社 BU 336.8 

はじめての転職ガイド必ず成功する転職〔’１６〕 谷所 健一郎∥著 マイナビ BU 366 

Ｅｘｃｅｌ  ＶＢＡパーフェクトマスター 土屋  和人∥著 秀和システム PC 007 

スラスラわかるＪａｖａ 中垣  健志∥著 翔泳社 PC 007 

Ｓｋｙｐｅ完全（コンプリート）大事典 リンクアップ∥著 技術評論社 PC 547 

現場のプロが教えるＷｅｂ制作の最新常識 井村 圭介∥共著 エムディエヌコーポレーション PC 547 

― 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！) － 

アイス・エイジ 〔４〕  ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン DV 0 

横道世之介 沖田 修一∥監督 脚本 アミューズソフト DV 1 

テルマエ・ロマエ 武内 英樹∥監督 フジテレビジョン DV 1 

ダークナイト ライジング ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾉｰﾗﾝ∥監督 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

戦場にかける橋 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾘｰﾝ∥監督 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント DV 2 

パーフェクト・ストレッチ１００ 青山 剛∥出演 監修 デンシティ DV 5 

ブレーメンのおんがくたい 藤城 清治∥影絵 演出 コロムビアミュージックエンタテインメント DV 6 

だ～いすき！のりもののうた  日本クラウン CD 0 

諏訪根自子の芸術 諏訪 根自子∥ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 日本コロムビア CD 1 

宮澤賢治の聴いたクラシック J.ﾊﾟｽﾀｰﾅｯｸ∥ほか指揮 小学館（発行） CD 1 

バカラック・ベスト ｼﾞｬｯｸ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥ほか演奏 ユニバーサルミュージック CD 2 

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ  ＢＥＳＴ Superfly∥演奏 ワーナーミュージック・ジャパン CD 3 

２０／２０エクスペリエンス ｼﾞｬｽﾃｨﾝ ﾃｨﾝﾊﾞｰﾚｲｸ∥歌 Ｓｏｎｙ  Ｍｕｓｉｃ  Ｊａｐａｎ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ CD 3 

四国八十八ケ所霊場御詠歌 〔上・下〕 生方 清正∥奉詠指導 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 6 

レ・ミゼラブル ﾋｭｰ ｼﾞｬｯｸﾏﾝ∥ほか歌 ユニバーサルミュージック CD 9 
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図書館員のオススメ本 

『闇医者おゑん秘録帖』  

あさの あつこ∥著 中央公論新社  
 

 産んではならぬ胎を堕ろす生業に、痛烈なる

人の生死にかかる言葉が潮の様に寄せて読む

者に迫ってくる。著者の語る言葉の一つ一つが

胸にしみ込んでくる。「生きる」ことの本質を

「おゑん」幼少期のすさまじい過去で語られ、

おゑんの孤高とも言える「生き方」「生きるこ

との意味・意義」が伝わってくる素晴らしい時

代小説です。 
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日本推理作家協会賞 

その年に発表された推理小説の中で、最も優れた作

品に日本推理作家協会から授与される文学賞。 

日本探偵作家クラブ創立に伴って、昭和 22年「日

本探偵作家クラブ賞」が制定され、長篇賞、短篇賞、

新人賞の 3部門が設けられたが、第５回から一つ

にまとめられた。また、クラブが第 16回から日本

推理作家協会と改組されたのを機に「日本推理作家

協会賞」と改称。のち 51年には長編、短篇、評論

その他の 3部門となった。 

参考『最新文学賞事典 2004-2008』 

Happy Birthday!! 

藤田宜永(４月 12日) 
 
福井県出身。妻は作家の小池真理子。昭和 48

年 23 歳でパリに渡り、フランス・ミステリーの

翻訳を手掛ける。昭和 55 年までフランスのエー

ルフランスに勤務。同年帰国後、エッセイの執

筆を開始し、昭和 61 年「野望のラビリンス」で

小説デビュー。平成 7 年「鋼鉄の騎士」で日本

推理作家協会賞の長編部門を受賞。平成 13 年

「愛の領分」で直木賞受賞。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    
他の４月生まれの作家さん(敬称略) 

 林真理子(1 日)  宮尾登美子(13 日) 
 有栖川有栖(26 日)  原ゆたか(28 日) 

 

 

こども読書週間のちょい豆知識 
  

 毎年、4月 23日～5月 12日は「こどもの読書週間」になっています。 

 これは 2000年の「子ども読書年」をきっかけに決められたそうで、4月はほかにも「国際子

どもの本の日（4 月 2 日）」や「サン・ジョルディの日（4 月 23 日）」、「子ども読書の日（4 月

23日）」など読書にまつわる記念日があります。 

期間中は図書館でも、子ども向けの「一日図書館員体験」などの関連行事を企画しています

ので、興味のある方は、ぜひ図書館だより１ページにあるお知らせをご覧ください。 

（参考 HP） 

「公益社団法人読書推進運動協議会」 http://www.dokusyo.or.jp/jigyo/kodomo/kodomo.htm 



 

平成２６年度４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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平成２６年度４月より、 

一部巡回時間が変わります。お気をつけ下さい。 


