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June 

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 

 

13日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

20日(金) 

２日(月) ９日(月) 

16日(月) 23日(月) 

27日(金) 30日（月） 

２日(月) ６日(金) 

９日(月) 16日(月) 

23日(月) 30日（月） 

 

課題図書は毎年多くの方が利用されるため、下記の通り取扱いを変更させていただきます。

○ 取扱変更期間 ６月１５日（日）～８月３１日（日）  

○ 貸出期間は１週間 （延長はできません） 

○ 課題図書の貸出・予約はお一人様 １冊 

○ 課題図書の予約は窓口・お電話でのみ受付 
  （青い図書館カードの方のみ） 

また上記の期間中、今年の課題図書は窓口でのみ受付(本棚には並んでいません)となります。 
１人でも多くの方に利用していただくため、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。 

ご不明な点がありましたらお気軽にスタッフまでお問い合わせください。 

201４年度の課題図書の一覧は、図書館だより P.６に載せています。 

 

 

５月６日（火）に和泉図書館にて「さがせ！チリモン！！」が開

催されました。チリモンとはチリメンジャコのなかに混じってい

る、シラス以外のいきもののことです。 

最初に大阪湾やチリモンのお話を聞きました。そのあとのチリモ

ン探しでは、皆さんが夢中になって探していました。とても盛り

上がり、楽しいイベントとなりました。 

ご協力いただいた、きしわだ自然資料館さん、きしわだ自然友の

会さん、参加して頂いた皆さん本当にありがとうございました。 

『さがせ！チリモン！！』を開催しました！ 

課題図書について 



 

 

 

 

 

 

 

１ 日  16 月 ○休に、南 

２ 月 ○休に、南 17 火  

３ 火  18 水   

４ 水  19 木        

５ 木            20 金 ○休プ 

６ 金  ○休南 21 土  

７ 土   22 日   

８ 日  23 月 ○休に、南  

９ 月 ○休に、南 24 火   

10 火  25 水  

11 水         26 木  

12 木  27 金 ○休に 

13 金 ○休和 28 土   

14 土 ★むかしあそびをしよう！（プ） 29 日  

15 日  30 月 ○休に、南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

こどもまつり 午後３時～４時  

(和)集会室１・２ (プ)地下１階多目的室 

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 (12 日) ・おはなし会 (21 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 

みんなでシネマ(プ) 午後１時半～午後４時 

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６月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「メリーポピンズ（字幕版）」 

シティプラザ図書館「ダ・ヴィンチ・コード」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：６月 14日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「水あそび」 

おやまのがっこう 

日時：６月 22日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「かたつむり」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。   

むかしあそびをしよう！ 
日時：６月 14日(土) 14：00 ～ 14：30 

内容：「けんだま」 

場所：シティプラザ図書館おはなし室 

対象：幼児から小学生の子ども、高齢者 

 
かみコップけんだまをつくって、あそんでみよう！ 

黒田征太郎さんとにじのとしょかんまつり 

日時：7月 27日(日)  

13：00 ～13：30 

よみきかせボランティアさんと 

高校生によるお楽しみタイム！  

13：30 ～15：00 

黒田征太郎さんと描こう！ テーマ「ゆめ」 

場所：ゆう・ゆうプラザ 1階 大会議室 

対象：お楽しみタイムはどなたでも！黒田征太郎さんと

描こう！はご家族での参加大歓迎です。 

定員：100名 

申込：6 月 10 日(火)からにじのとしょかんカウンター

またはお電話にて受付開始 
 

絵本とおはなしの時間 

日時：6月 8日(日) 14:30 ～ 14:45 

対象：小学生以上の人（申込不要） 

場所：にじのとしょかんの絵本コーナーでおこないます 
 

お問い合わせはにじのとしょかんまで 

 

にじのとしょかん 
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Happy Birthday!! 

池井戸 潤(６月１６日) 
 

 昭和 38 年生まれ。岐阜県出身。慶應義塾大学

卒業後、三菱銀行(現・三菱東京ＵＦＪ銀行)に

入行。平成 7 年に独立し、金融コンサルティン

グ会社の代表取締役に就任。また、小説も執筆

し、2010 年「果つる底なき」で江戸川乱歩賞を

受賞。2011 年には、「下町ロケット」で直木賞を

受賞。近年では、「オレたちバブル入行組」、「ル

ーズヴェルト・ゲーム」などの作品がテレビド

ラマ化されている。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    他の６月生まれの作家さん(敬称略) 

椎名誠(14 日) ねじめ正一(16 日) 
風野潮(23 日) 佐野洋子(28 日) 

 

 

 

 
  ジューンブライドの豆知識 
June（6 月）という月名は、ローマ神話の Juno（婚

姻と女性の権利を守る）という女神からきていま

す。そのため、6 月に結婚すれば花嫁は幸せになる

と言われています。この時期のヨーロッパは晴天続

きで結婚式をあげるのにぴったりな季節なのです。

しかし、日本では梅雨の季節でじめじめと蒸し暑

く、お世辞にも結婚式に適した時期とは言えませ

ん。一説によれば閑散期の集客に手を焼いていたブ

ライダル関係者が欧米の言い伝えを持ち込 

み、売り出したのが始まりだとか。 

参考『冠婚葬祭のなぜ？』 

和泉・シティプラザにて、 
一日図書館員を行いました！！ 

４月２７日（日）、２９日（火・祝）に和泉、シティプラザにて「一日図書館員」を行いました。 

小学生・中学生の人たちに参加してもらい、本の貸出や返却、図書館の本の修理、 

本を探すお手伝いをするレファレンスの仕事など体験してもらいました。 

これをきっかけに、図書館の仕事に興味を持ってもらえたら嬉しいです！ 

参加して下さったみなさん、ありがとうございました！ 



 

平成２６年度６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。 

18 18 19

243 25

 24

4

5 26

19

4 25

 24

243



 

今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

絵本で素敵な学級づくり・授業づくり 桜田  恵美子∥著 黎明書房 019 

キチンと身につけたい人のためのデザインの総復習。 佐々木  剛士∥共著 エムディエヌコーポレーション 021 

これだけは知っておきたい！大人の常識力大全 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 049 

完本うらやましい死に方 五木 寛之∥編 文藝春秋 114 

輝く未来へはばたく赤ちゃんの名前事典 牧野 恭仁雄∥監修 主婦の友社 148 

４８のケースで学ぶ職業倫理 レイモンド Ｓ．ファイファー∥著 センゲージラーニング 153 

― 歴史・地理 ― 

人身売買・奴隷・拉致の日本史 渡邊  大門∥著 柏書房 210.4 

昭和の大阪 〔２〕 産経新聞社∥写真 光村推古書院 216.3 

野口英世の母シカ 田中 章義∥著 白水社 289 

全国ＳＡ・ＰＡ道の駅ガイド〔’１４－’１５〕  昭文社 291 

― 社会科学 ― 

最新消防法の基本と仕組みがよ～くわかる本 防災研究会ＡＦＲＩ∥著 秀和システム 317 

親台論 浅野 和生∥著 ごま書房新社 319 

「離婚」のやさしい事典 比留田 薫∥監修 主婦の友社 324 

家族と迎える「平穏死」 石飛 幸三∥著 廣済堂出版 369.2 

それって、保育の常識ですか？ 柴田 愛子∥著 鈴木出版 376 

子どもの「言わないとやらない！」がなくなる本 田嶋 英子∥著 青春出版社 379.9 

和装の花嫁と列席者の装いバイブル 山野  愛子ジェーン∥監修 世界文化社 385 

にほんのお福分け歳時記 広田  千悦子∥著 主婦の友インフォス情報社 386 

― 自然科学 ― 

『面白くて眠れなくなる生物学』 

長谷川 英祐∥著 

PHP エディターズ・グループ 分類 460 

ヒトもミツバチも鬱になる? アリやハチは、我が子と妹のどちらを助けるほうが得をする? 

昔、生物をやったものの暗記ばかりで辛かったと思っている人たちのために、教科書では教え

てくれない生物のはなしを満載する。 

くらべてわかる科学小事典 兵頭  俊夫∥監修 大月書店 400 

絵解きパラドックス 高橋 昌一郎∥監修 ニュートンプレス 410 

光る生物の話 下村  脩∥著 朝日新聞出版 431 

宇宙の始まりはどこまで見えたか？ 平林 久∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 440 

皇居東御苑の草木帖 木下  栄三∥著・画 技術評論社 472 

ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺  佑基∥著 河出書房新社 481 

タコの才能 キャサリン・ハーモン・カレッジ∥著 太田出版 484 

糖尿病最新治療・最新薬 鈴木 吉彦∥著 主婦の友社 493.1 
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和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 6 月号 

月号 



 

― 技術 ― 

世界で一番やってみたいエネルギー実験 川村 康文∥監修 エネルギーフォーラム 501 

《疑問が解ける》放射線・放射能の本 多田 順一郎∥著 オーム社 539 

大人のアクセサリーバイブル 石田 純子∥監修 主婦の友社 589 

― 手芸・料理 － 

作ってあげたい、女の子のお洋服 美濃羽  まゆみ∥著 日本ヴォーグ社 593 

パパごはんの感動レシピ 小林  まさみ∥監修・料理 成美堂出版 596 

毎日食べてもふとらない体にやさしいお菓子 石澤 清美∥著 主婦の友社 596.6 

― 産業 － 

『日本人は、どんな肉を喰ってきたのか?』 

田中 康弘∥著 

枻出版社 分類 659 

秘境の村の猪猟、山中の鹿肉のレストラン、厳寒の礼文島のトド猟…。現在日本でどのように

猟が行われ、そしてどう獲物は食べられているのか、その現場を歩く。 

 

はじめての有機野菜づくり 佐倉 朗夫∥著 主婦の友社 626 

庭をきれいに見せる宿根草の選び方・使い方 山本  規詔∥著 家の光協会 627 

関西ワンちゃんとおでかけとっておきのスポットガイド あんぐる∥著 メイツ出版 645 

買わせる発想 岡田 庄生∥著 講談社 675 

知られざる鉄道決定版 岡本  憲之∥著 ＪＴＢパブリッシング 686 

― 芸術・スポーツ ー 

日本美術史 山下 裕二∥監修 美術出版社 702 

いろは判じ絵 岩崎  均史∥著 青幻舎 721 

かんたん！かわいい！切り紙ブック いしかわ  まりこ∥著 日東書院本社 754 

南ア戦記 塩澤 幸登∥著 メトロポリタンプレス 783.4 

茶趣１２カ月ハンドブック 佐方  宗礼∥著 淡交社 791 

― 言語・文学 ― 

「こども哲学」で対話力と思考力を育てる 河野  哲也∥著 河出書房新社 809 

えいごのもと 関谷 英里子∥著 ＮＨＫ出版 834 

石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか 竹内  美紀∥著 ミネルヴァ書房 910.2 

― ビジネス・PC ― 

「ご指名社員」の仕事術 柳内 啓司∥著 小学館 BU 159.4 

なぜ、仕事が予定どおりに終わらないのか？ 佐々木  正悟∥著 技術評論社 BU 336.2 

ＮＯと言えない若者がブラック企業に負けず働く方法 川村 遼平∥著 晶文社 BU 366 

銀行員になるには 泉  美智子∥著 ぺりかん社 BU 366 

できるＥｘｃｅｌピボットテーブル 門脇 香奈子∥著 インプレスジャパン PC 007 

今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ７〔最新版〕 オンサイト∥著 技術評論社 PC 007 

ＸＰからの乗り換え最終便！パソコンの引っ越し完全ガイド アスキー書籍編集部∥編集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ PC 007 

あなたはネットワークを理解していますか？ 梅津 信幸∥著 ＳＢクリエイティブ PC 547 
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－ 小説・エッセー － 

『紅けむり 』 

山本  一力∥著  

双葉社 分類 913.6 

鍋島藩有田の薪炭屋の主である健太郎は、公儀隠密から伊万里で塩硝が密造され、江戸に

運び出されていると聞き、密造一味捕縛のため江戸へと向かう。だがそこで、命を賭した

ある決断を迫られ…。『小説推理』連載を加筆訂正。 

天地雷動 伊東 潤∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

忘れ物が届きます 大崎  梢∥著 光文社 913.6 

狐さんの恋結び 北 夏輝∥著 講談社 913.6 

馬琴綺伝 小谷野 敦∥著 河出書房新社 913.6 

青玉の笛 澤田 ふじ子∥著 光文社 913.6 

オール・ユー・ニード・イズ・ラブ 小路 幸也∥著 集英社 913.6 

小説言の葉の庭 新海  誠∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

オバさんになっても抱きしめたい 平 安寿子∥著 祥伝社 913.6 

蔦屋 谷津  矢車∥著 学研パブリッシング 913.6 

海うそ 梨木  香歩∥著 岩波書店 913.6 

私に似た人 貫井  徳郎∥著 朝日新聞出版 913.6 

フェイバリット・ワン 林  真理子∥著 集英社 913.6 

ファイナルガール 藤野 可織∥著 扶桑社 913.6 

女のいない男たち 村上 春樹∥著 文藝春秋 913.6 

ただ一人の幻影 森村  誠一∥著 徳間書店 913.6 

Ｒ３０の欲望スイッチ 白岩 玄∥著 宣伝会議 914.6 

直木賞受賞エッセイ集成 文藝春秋∥編 文藝春秋 914.6 

９６歳。今日を喜ぶ。一人をたのしむ 吉沢 久子∥著 海竜社 914.6 

服用禁止 アントニイ ・バークリー∥著 原書房 933 

ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン 冨原  眞弓∥著 新潮社 949 

プル族 チエルノ ・モネネムボ∥著 現代企画室 953 

― 文庫・新書 － 

金持ちゾウさん、貧乏ゾウさん 本田  健∥著 ＰＨＰ研究所 M 159 

消えた少女 五十嵐 貴久∥著 双葉社 M 913.6 

鬼灯のにおい 千野  隆司∥著 コスミック出版 M 913.6 

七福神斬り 早見 俊∥著 二見書房 M 913.6 

フラニーとズーイ サリンジャー∥著 新潮社 M 933 

覚えるだけの勉強をやめれば劇的に頭がよくなる 小川 仁志∥著 ＰＨＰ研究所 S 141 

折れない自信をつくるシンプルな習慣 心屋  仁之助∥著 朝日新聞出版 S 159 

「ストーカー」は何を考えているか 小早川 明子∥著 新潮社 S 368 

ひとり親家庭 赤石 千衣子∥著 岩波書店 S 369.4 

日本語スケッチ帳 田中 章夫∥著 岩波書店 S 810 
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～  ５月の予約ランキング～ 
 

１ 女のいない男たち 村上  春樹∥著 

２ 村上海賊の娘〔上・下〕 和田  竜∥著 

３ 豆の上で眠る 湊  かなえ∥著 

５ ケモノの城 誉田  哲也∥著 

６ 貘の檻 道尾  秀介∥著 

７ 廉恥 今野  敏∥著 

８ グレイ 堂場  瞬一∥著 

９ 白ゆき姫殺人事件 湊  かなえ∥著 

10 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸  潤∥著 

10 わたしのとっておき朝ごはん 飛田  和緒∥ほか著 

10 プリズム 百田  尚樹∥著 

 

― YA ― 

自作超初心者のためのコスプレ衣装製作基礎ＢＯＯＫ ＵＳＡＫＯの洋裁工房∥著 日本ヴォーグ社 Y 593 

桜ノ雨 〔３〕 ｈａｌｙｏｓｙ∥原作・原案 ＰＨＰ研究所 Y 913 

なないろレインボウ 宮下  恵茉∥著 ポプラ社 Y 913 
 

☆第６０回青少年読書感想文コンクール課題図書一覧☆ 
 

小学校低学年 

『まよなかのたんじょうかい』 西本 鶏介∥作 渡辺 有一∥絵 鈴木出版 

『どこかいきのバス』 井上 よう子∥作 くすはら 順子∥絵 文研出版 

『ミルクこぼしちゃだめよ！』 スティーヴン・デイヴィーズ∥文 クリストファー・コー∥絵 ほるぷ出版 

『ひまわり』 荒井 真紀∥文・絵 金の星社 

小学校中学年 

『ともだちは、サティー！』 大塚 篤子 ∥作 タムラ フキコ∥絵 小峰書店 

『ただいま！マラング村 』 ハンナ・ショット∥作 齊藤 木綿子∥絵 徳間書店 

『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』 松岡 たつひで∥さく 福音館書店 

『よかたい先生』 三枝 三七子∥文・絵 学研教育出版 

小学校高学年 

『ふたり』 福田 隆浩∥著 講談社 

『マッチ箱日記』 ポール・フライシュマン∥文 バグラム・イバトゥーリン∥絵 ＢＬ出版 

『時をつなぐおもちゃの犬』 マイケル・モーパーゴ∥作 マイケル・フォアマン∥絵 あかね書房 

『カブトムシ山に帰る』 山口 進∥著 汐文社 

中学校 

『星空ロック』 那須田 淳∥著 あすなろ書房 

『語りつぐ者』 パトリシア・ライリー・ギフ ∥作 さ・え・ら書房 

『ホタルの光は、なぞだらけ』 大場 裕一 ∥著 くもん出版 

高等学校 

『アヴェ・マリアのヴァイオリン』 香川 宜子∥著 KADOKAWA 

『路上のストライカー』 マイケル・ウィリアムズ∥作 岩波書店 

『生命とは何だろう？』 長沼 毅 ∥著 集英社インターナショナル 

※6 月 15 日～8 月 31 日の課題図書の貸出については、p.1 をご覧ください。 
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図書館員のオススメ本 

『あずかりやさん』 

大山 淳子∥著 ポプラ社 

 

目の見えない店主の経営する「あずかりや

さん」にやってくるお客さん達が、店の暖簾、

預けられた自転車、店のガラスケース、そし

て“社長”という名の猫の目を通して語られ

る不思議なストーリー。ゆったりとした時間

の流れを感じさせ、どこか懐かしい気持ちに

なるという、まるで時間旅行をしてきたかの

ような感覚に陥る一冊。 

 


