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May 

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 

 

９日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

16日(金) 

５日(月) 12日(月) 

19日(月) 26日(月) 

30日(金)  

２日(金) ７日(水) 

12日(月) 19日(月) 

26日(月)  

 

和泉市の昔話が本になりました！ 
 

平成２６年５月１５日（木）に和泉市立和泉図書館が、 

『和泉のむかしばなし』を出版します！ 

「葛の葉伝説」や「雷井戸とくわばら」など、 

市内に残る昔話や伝説を１冊にまとめた本です。 

図書館資料を基に、図書館スタッフが１話ずつ読みやすく再話し、 

オリジナルの挿絵もつけて、 

大人から子どもまで楽しんでいただけます。 

市内図書館（室）・市内小中学校図書室で所蔵しますので、 

ぜひご覧ください。 

和泉図書館・シティプラザ図書館にて税込５００円で購入もできます。 

 

 
 

 

４月１２日（土）にシティプラザ図書館にて 

「むかしあそびをしよう」が開催されました。 

今回の内容は牛乳パックとストローで作った竹トンボ。 

子どもたちは夢中になって名前や絵を描き、 

オリジナルの竹とんぼを完成させていました。 

当日は天候にも恵まれ、青空の下、中庭オアシスで 

親子一緒に楽しく飛ばしてもらうことができました。 

参加された多くの皆さん、本当にありがとうございました。 

次回は６月１４日（土）「けんだま」（予定）です。 



 

 

 

 

 

 

 

１ 木  17 土  

２ 金 ○休南 18 日  

３ 土  19 月 ○休に、南 

４ 日  20 火        

５ 月           ○休に 21 水  

６ 火  22 木  

７ 水 ○休南  23 金   

８ 木  24 土   

９ 金 ○休和 25 日   

10 土  26 月 ○休に、南 

11 日         27 火  

12 月 ○休に、南 28 水  

13 火  29 木   

14 水  30 金 ○休に 

15 木  31 土  

16 金 ○休プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

(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 (８日) ・おはなし会 (17 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 
 

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５月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「幸せのちから」 

シティプラザ図書館「おまえうまそうだなＶｏｌ．１」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：５月 10日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「げんき」 

おやまのがっこう 

日時：５月 18日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「ひっくりかえる」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。   

にじのとしょかん 

紙ヒコーキを飛ばそう！ 
日時：５月４日(土) 14：00 ～ 16：00 

場所：シティプラザ図書館中庭オアシス 

定員：60人程度（小学生以下、先着順） 

紙ヒコーキを折って、図書館の中庭で飛ばそう！ 

雨天時はおはなし室で作成のみになります。 
 

★紙ヒコーキを 
飛ばそう！ (プ) 

 

おはなし会 

日時：５月 11日(日)  

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：５月 16日(金) 14:00 ～ 15:00 

にじのとしょかん５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 

 

★さがせ！チリモン!! (和) 
 



 

今月の新着図書 

 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

記者たちは海に向かった 門田 隆将∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 070 

あなたを変える七日間の哲学教室  ゲルハルト・エルンスト∥著 早川書房  104 

心理カウンセラーをめざす人の本 〔’１４年版〕 コンデックス情報研究所 ∥編著 成美堂出版 146 

道は開ける Ｄ．カーネギー∥著 新潮社 159 

スナックさいばらおんなのけものみち 〔男とかいらなくね？篇〕 西原 理恵子 ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159.6 

空海読み解き事典 小峰 彌彦∥編著 柏書房 188 

 

 

 

 

 

 

― 歴史・地理 ― 

仕事に効く教養としての「世界史」 出口 治明 ∥著 祥伝社 204 

落書きに歴史をよむ 三上  喜孝∥著 吉川弘文館 210 

新しい江戸時代が見えてくる 大石 学∥著 吉川弘文館 210.5 

泣くために旅に出よう 寺田 直子∥著 実業之日本社 290 

春夏秋冬ハイキング  山と溪谷社 291 

― 社会科学 ― 

『みんなで楽しむ絵かきうた  』 

宮地 明子∥著  

  ナツメ社 分類 376 

定番の童謡のメロディーに乗せて、動物や食べ物などのイラストを楽しく描くことが

できる、絵かきうたを紹介。絵かきうたのもととなる童謡の歌詞付き楽譜も掲載する。

伴奏を収録した CD 付き。 

長谷川慶太郎の大局を読む 〔２０１４－１５〕 長谷川 慶太郎∥著 李白社 304 

公図・不動産登記簿の読み方・調べ方 〔増補改訂版〕 山本 芳治∥著 ビジネス教育出版社 324 

入門金融のしくみ 田渕 直也∥著 日本実業出版社 338 

若年認知症の人の“仕事の場づくり”Ｑ＆Ａ 藤本 直規 ∥著 クリエイツかもがわ 366 

夜間保育と子どもたち 全国夜間保育園連盟∥監修 北大路書房 369.4 

小学１年生の困った！レスキューブック 主婦の友社∥編 主婦の友社 376 

わかる！できる！おやこ手話じてん 全国早期支援研究協議会∥編 東邦出版 378 

〈図説〉朝食の歴史 アンドリュー  ドルビー∥著 原書房 383 

お墓ハンドブック 主婦の友社∥編 主婦の友社 385 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 5 月号 
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『こだわりのブックカバーとしおりの本  』 

玄光社 分類 024  

クリエイター、書店員&ブックカフェ店員が、個性豊かな“こだわりのブックカバー”を紹

介。多種多様なカバーをカラー写真で掲載するほか、カバーにベストマッチした本、みん

なの愛するイチ押ししおりなども収録。 

 



 

― 自然科学 ― 

世界の砂図鑑   須藤 定久∥著 誠文堂新光社 458 

日本の桜 勝木  俊雄∥著 学研教育出版 479 

動物たちの心の科学 マーク ベコフ∥著 青土社 481 

目の病気の最新治療 杉田 美由紀∥監修 主婦の友社 496 

延命治療で苦しまず平穏死できる人、できない人 長尾 和宏∥著 ＰＨＰ研究所 498 

シニアの簡単健康ごはん朝・昼・晩   NHK出版 498.5 

― 技術 ― 

橋を楽しむ 平野 暉雄∥著 日本写真企画 515 

大工道具の文明史 渡邉  晶∥著 吉川弘文館 525 

建築設備が一番わかる 菊地 至∥著 技術評論社 528 

プロメテウスの罠 〔６〕 朝日新聞特別報道部∥著 学研パブリッシング 543 

― 手芸・料理 － 

『初代レシピの女王成澤文子の簡単バランス弁当  』 

成澤文子∥著   

宝島社 分類 596.4 

日本テレビ系「ヒルナンデス!」の「日本一家庭料理がうまい女性決定戦!」初代レシピ

の女王・成澤文子が、栄養バランスのよい王道弁当のレシピを紹介する。食材バリエや

万能たれなどのレシピも掲載。 

ぽっちゃりガールのソーイングブック 相澤  樹∥著 文化学園文化出版局 593 

夏を楽しむ！かごトートと帽子  世界文化社 594.3 

本当に旨いサンドウィッチの作り方１００ ホテルニューオータニ∥監修 イカロス出版 596.6 

― 産業 － 

育てておいしいベランダ野菜 ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 626 

はじめての猫との暮らし方 猫びより編集部∥編 日東書院本社 645 

森のさんぽ図鑑 長谷川 哲雄∥著 築地書館 653 

日本を満喫できるリゾート列車完全ガイド  笠倉出版社 686 

Ａｎｄｒｏｉｄアプリ完全（コンプリート）大事典【２０１４年版】 鈴木 友博∥著 技術評論社 694 

― 芸術・スポーツ ー 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＫＵＲＡ 水野  克比古∥著 ＩＢＣパブリッシング 748 

草木染型染の色 山崎 青樹∥著 美術出版社 753 

ＮＨＫこどものうた楽譜集 〔２０１３年度版〕 ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 767 

演目別歌舞伎の衣裳鑑賞入門 丸山 伸彦∥監修 東京美術 774 
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『国宝の地図帳 』  

  辰巳出版 分類 709 

47 都道府県別の地図で、国宝 1089 件をすべて紹介。国宝がつくられた年代、所有者、国宝

の指定年月日、所蔵先の所在地・アクセス方法などを掲載する。巻頭に、カラー写真の「国

宝名品館」も収録。 



 

― 言語・文学 ― 

語源に隠された日本史 武光 誠∥著 河出書房新社 812 

はじめてのタイ語 〔新版〕 ワンナポーン・ポンプン∥著 明日香出版社 829 

芥川賞・直木賞１５０回全記録  文藝春秋 910.2 

－ 小説・エッセー － 

『我慢ならない女 』 

桂 望実∥著 

光文社 分類 913.6 

編集者を悩ますやっかいな小説家・樺山ひろ江。全身全霊で作品に挑む彼女は、変人であるこ

とを恐れない。「嫌な女」の著者が、作家という業を抱え不器用に生きる女の人生の浮き沈み

を描く。 

雨の降る日は学校に行かない 相沢 沙呼∥著 集英社 913.6 

カレイドスコープの箱庭 海堂 尊∥著 宝島社 913.6 

上野池之端鱗や繁盛記 西條 奈加∥著 新潮社 913.6 

頼みある仲の酒宴かな 佐藤 雅美∥著 文藝春秋 913.6 

仮面同窓会 雫井 脩介∥著 幻冬舎 913.6 

屍の園 篠田 真由美∥著 講談社 913.6 

探偵が腕貫を外すとき 西澤 保彦∥著 実業之日本社 913.6 

銀座千と一の物語 藤田  宜永∥著 文藝春秋 913.6 

豆の上で眠る 湊 かなえ∥著 新潮社 913.6 

マモンの審判 宮城 啓∥著 幻冬舎 913.6 

消えてなくなっても 椰月 美智子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

まいない節 山本 一力∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

ジンリキシャングリラ 山本 幸久∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

小さな異邦人 連城 三紀彦∥著 文藝春秋 913.6 

暗い越流 若竹 七海∥著 光文社 913.6 

パリわずらい江戸わずらい 浅田  次郎∥著 小学館 914.6 

いつもこどものかたわらに 細谷 亮太∥著 白水社 914.6 

決意とリボン 林 真理子 ∥著 文藝春秋 914.6 

トールキンの「ホビット」を探して コリー オルセン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 930 

私の欲しいものリスト グレゴワール ドラクール∥著 早川書房 953 

― ビジネス・PC ― 

社会人思春期の歩き方 樋口 景一∥著 廣済堂出版 BU 159.4 

問題解決 高田  貴久∥著 英治出版 BU 336.2 

ビジネス敬語のマナー〈完全版〉 唐沢 明∥監修 ナツメ社 BU 336.4 

小さな会社・お店のための値上げの技術 辻井  啓作∥著 阪急コミュニケーションズ BU 675 

ＬＩＮＥ知りたいことがズバッとわかる本 〔最新改訂版〕 リブロワークス ∥著 翔泳社 PC 547 

インターネットの光と影 〔Ｖｅｒ．５〕 情報教育学研究会情報 
倫理教育研究グループ∥編 

北大路書房 PC 547 

今すぐ使えるかんたんｉＰａｄ完全（コンプリート） 
ガイドブック困った解決＆便利技 リンクアップ∥著 技術評論社 PC 548 
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～ ４月の予約ランキング～ 
 

１ 村上海賊の娘 〔上・下〕  和田 竜 

２ 豆の上で眠る              湊  かなえ 

３ 白ゆき姫殺人事件     湊  かなえ 

４ カレイドスコープの箱庭  海堂 尊 

５ 仮面同窓会                雫井 脩介 

６ 美雪晴れ         髙田  郁 

６ 約束の海         山崎  豊子 

８ 嗤う名医         久坂部  羊 

８ 満願           米澤 穂信 

10  目は１分でよくなる！      今野 清志 

― 文庫・新書 － 

もの忘れの９割は食事で治せる 蓮村 誠∥著 ＰＨＰ研究所 M 498.5 

大江戸「町」物語  風 和田  はつ子∥著 宝島社 M 913.6 

君は輝く！ 小瀬木  麻美∥著 ポプラ社 M 913.6 

紅ぎらい 蜂谷  涼∥著 文藝春秋 M 913.6 

ノルマンディ沖の陰謀 ジュリアン ストックウィン∥著 早川書房 M 933 

読むだけで人間力が磨かれる、大人の漢文 田部井 文雄∥監修 ＳＢクリエイティブ S 159.8 

唐物の文化史 河添 房江∥著 岩波書店 S 210 

社会保障亡国論 鈴木 亘∥著 講談社 S 364 

算数的思考法 坪田 耕三∥著 岩波書店 S 410 

日本の医療知られざる変革者たち 海堂 尊 ∥著 ＰＨＰ研究所 S 498 

― YA ― 

記憶のスイッチ、はいってますか 枝川 義邦∥著 技術評論社 Y 141 

中高生の勉強“まだまだ”あるある、解決します。 池末 翔太∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン  Y 375 

ぼくの守る星 神田 茜∥著 集英社 Y 913 

ｓｈｅ ＆ ｓｅａ  糸森 環∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Y 913 

― CD － 

クライマックス アニメ・ヒッツ JUDY AND MARY∥ほか演奏 Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅｃｔ CD 0 

ベスト・ジャズ１００ ｼﾞｭﾘｰ･ﾛﾝﾄﾞﾝ∥ほか演奏 東芝ＥＭＩ CD 2 

Ｈｅａｒｔ Ｓｏｎｇ ｸﾘｽ･ﾊｰﾄ∥歌 ユニバーサルミュージック CD 3 

イルカ ベスト ｲﾙｶ∥歌 日本クラウン CD 4 

昭和傑作漫才集 中田 ﾀﾞｲﾏﾙ∥ほか口演 日本コロムビア CD 7 

宮部みゆき傑作選 中嶋 朋子∥ほか朗読 ＮＨＫサービスセンター CD 7 

うたって覚えよう！〔九九のうた、県庁所在地〕 WEEVA∥ほか うた Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9  
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図書館員のオススメ本 

『大人の写真。子供の写真。２』  

新倉 万造・中田 燦・中田 樂∥撮影  
中田 諭志∥文章       枻出版社 

 

「大人と子供が同じものを撮ったら、どう写

るのか？」という考えで、同じものを大人と子

供が撮影した写真集です。見開きに大人の写真

と子供の写真があり、見比べることができます。

同じものといっても撮り方が違っていて、子供

の視点と大人の視点の違いに驚かされます。自

分にも子供の写真のような視点だった時があっ

たなと懐かしく感じさせてくれる一冊です。 
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Happy Birthday!! 

鈴木 光司 (５月 13日) 
 
静岡県出身。大学時代から演劇の世界へ進み、

シナリオセンターと劇団未来劇場に所属。昭和

63 年劇団を旗揚げ、シナリオ執筆、演出を手が

ける。平成２年日本ファンタジーノベル大賞を

受賞した『楽園』で作家デビュー。同年『リン

グ』が第 10 回横溝正史賞の最終候補に残り、ホ

ラー作家としても活躍。『らせん』で第 17 回吉

川英治文学新人賞を受賞。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    
他の５月生まれの作家さん(敬称略) 

 吉村昭(１日)  さくらももこ(８日) 
 島本理生(18 日)  横溝正史(24 日) 

 

 

 

中国では、「鯉が登ると龍になる」として、立身出世のシンボルとされている鯉。 

日本では江戸時代に武家で男の子が生まれたときに天に知らせる意味と、無病息災を願

って、のぼりや吹き流しを立てていました。 

現代では、のぼりの先端が金属製の風車になっていますが、昔は杉の葉などをつけて

いたそうです。 

鯉のぼりは、５月５日の２週間前から１週間前くらいまでに飾るのが一般的だそうで

すが、「先手必勝」の意味で、早い方が縁起がよいとされています。 

また鯉のぼりばかりでなく、武田信玄をかいた信玄のぼりのように武者をかいたのぼ

りを立てる所もあるそうです。 

          参考『知っておきたい日本の年中行事事典』 

 
太宰治賞 

太宰治賞は、筑摩書房が昭和 39 年に創設した公

募の新人賞です。昭和 53 年に中止となりましたが、

筑摩書房と三鷹市との共催で平成 11 年に復活しま

した。過去には吉村昭や宮尾登美子などがこの賞を

受賞しています。宮本輝は太宰治賞でデビューしま

した。昨年は岩城けいの『さようなら、オレンジ』

が受賞しました。今年は５月７日に最終選考が４氏

（加藤典洋、荒川洋治、小川洋子、三浦しをん）に

よって行われます。 

参考文献『日本の賞事典』 

鯉のぼりの豆知識 



 

平成２６年度５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した。お気をつけ下さい。 
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