
 

 

 

 
 

夏休み・読書感想文おたすけ袋貸し出します！ 
日時：７月 20日（日）～31日（木） 

場所：児童コーナー 
 

夏休みの宿題、「読書感想文」の手助けに図書館スタ

ッフが選んだ本、3冊貸し出します。130セットご用

意しています。なくなり次第終了です。 
 

 

さがせ！チリメンモンスター 
日時：８月７日(木)13：00～15：30 

場所：３階学習室１Ａ・Ｂ 

内容：ちりめんじゃこのなかにまじっている 

チリメンモンスターをさがそう！  

定員：小・中学生 30人(先着) 

費用：200円 

持ち物：筆記用具（鉛筆・消しゴム） 

申込：7月 13日(日)９:00～ 

カウンターまたは、お電話で受付。 
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和泉図書館 

点字教室－点字にチャレンジ！― 
日時：７月 30日(水) 第一回 10:00～12:00 

第二回 13:00～15:00 

内容：ボランティアの方々に教わりながら、点字で 

名刺カードを作ります。 

場所：ミーティングルーム 

参加費無料・申し込み不要ですので、是非、 

ご参加ください！ 

 

おはなし会 

日時：７月 12日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「うみ」 

おやまのがっこう 

日時：７月 20日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：工作「かみコップで…」 

どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。   

南部ＲＣ図書室 

シティプラザ図書館 

 

夏休み科学実験教室 

日時・場所：８月 23日(土) 

シティプラザ(３階学習室４) 10：30～12：00 

和泉(集会室１・２)    14：00～15：30 

内容：スーパーコンピューター「京」を支える 

   オモシロ技術について知ろう！ 

対象：小学生以上（低学年は保護者の同伴要） 

定員：各 30人 

持ち物：鉛筆、ノート、はさみ、 

セロテープ、定規 

申込：７月 23日(水) 10：00～ 

カウンターまたは、お電話で受付。 

南部ＲＣ図書室 

めざせ！図書館マスター！ 
日時・場所： 

和泉図書館 

７月 31日(木)低学年向け 10：30～12：00 

  ８月  1日(金)高学年向け 10：30～12：00 

  

シティプラザ図書館 

  ８月 ５日(火)低学年向け 10：00～11：30 

         高学年向け 13：00～14：30 

定員：各 10名 

申込：７月 17日(木)10：00～ 

カウンターまたは、お電話で受付。 

夏休みの図書館はイベントがもりだくさん！ 

 
和泉・シティプラザ 
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１ 火  17 木  

２ 水  18 金 ○休プ 

３ 木  19 土   

４ 金 ○休南 20 日        

５ 土            21 月 ○休に 

６ 日   22 火 ○休南 

７ 月 ○休に、南  23 水   

８ 火  24 木   

９ 水  25 金 ○休に  

10 木  26 土  

11 金 ○休和        27 日  

12 土  28 月 ○休に、南 

13 日  29 火  

14 月 ○休に、南 30 水 ★点字教室(和） 

15 火  31 木  

16 水  

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 (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 

こどものための映画会（12 日） 

夏休みこどもえいがかい（29 日） 

（プ）午後２時～  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７月の行事 

今月の映画会は、 和泉図書館「スパイダーマン」 

シティプラザ図書館こどものための映画会（12日）「はらぺこあおむし」 

夏休みこどもえいがかい（29日）「ふしぎの国のアリス」です。 

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)22日(火) 

28日(月)  

 

一人でゆっくり本を選ぼう 

日時：７月 30日(水)  

10：00～12：00 

場所：にじのとしょかん 

保育定員：1 歳６ヶ月以上６人 

キリッタイにチャレンジ！！ 

日時：８月 10日(日) 

 大人の部  10：30～11：30 

 こどもの部 13：30～14：30 
 (小学生以上) 

※低学年は保護者の付添要 
場所：ゆう・ゆうプラザ１階 大会議室 

内容：はさみを使わずキットで立体切紙

をつくります！ 

定員：各部 20名(見学の方は申込不要） 

費用：500円 

にじのとしょかん夏休みの工作 

牛乳パック＋本のカバーで 

絵合わせづくり 

日時：８月 22日(金)  

13：00～15：00 

場所：ゆうゆうプラザ５階 

和室(大) 

定員：20人(小学生以上または 

未就学児は保護者同伴) 

持ち物：1000mlの牛乳パック４つ 

にじのとしょかん 

 

申込受付 

７月 10日(木)10：00～ 

カウンターまたは、 

お電話で受付。 

★めざせ！図書館マスター（和）



 

今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

高校生が学んでいるビジネス思考の授業 大森 武∥著 阪急コミュニケーションズ 002 

絵本の風がふくとき 舟橋  斉∥著 かもがわ出版 019 

図説世界を変えた５０の心理学 ジェレミー  スタンルーム∥著 原書房 140 

とらわれない生き方 ヤマザキ マリ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 159.6 

四国遍路道弘法大師伝説を巡る 白木 利幸∥著 淡交社 186 

一遍読み解き事典 長島  尚道∥編著 柏書房 188 

― 歴史・地理 ― 

まりこふんの古墳ブック まりこふん∥著 山と溪谷社 210.3   

昭和は終わらない 網代  栄∥著 文芸社 210.7 

大迫力！写真と絵でわかる日本史人物ナンバー２列伝 入澤  宣幸∥著 西東社 281 

関西・名古屋から行くオートキャンプ場ガイド[２０１４]  実業之日本社 291 

― 社会科学 ― 
 

『家を買ったら読む本』 
 

晋遊舎 分類 365 

家を買った後でも、こんなに「決める」＆「知っておく」ことがある！ 設備＆オプション

選びから家具＆家電選び、家のメンテナンス、引っ越し＆諸手続きまで、「家を買った後」

の大切なことを網羅する。 

 

日本人の９割が思い違いをしている問題にあえて白黒つけてみた 武田 邦彦∥著 ぶんか社 304 

不動産登記を見る・読むならこの１冊 [第４版]  近藤 誠∥著 自由国民社 324 

図解わかる税金 [２０１４－２０１５年版] 芥川 靖彦∥著 新星出版社 345 

母と娘の「しんどい関係」を見直す本 石原  加受子∥著 学研パブリッシング 367.3 

親子で読むケータイ依存脱出法 磯村 毅∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 367.6 

マンガでわかる保育の禁句・保育の名句 豊田 君夫∥原作 黎明書房 376 

英国一家、ますます日本を食べる マイケル  ブース∥著 亜紀書房 383 

小作人とアザラシ女 ジュディ  ハミルトン∥著 春風社 388 

― 自然科学 ― 

南極日和 「南極日和」制作班∥著 実業之日本社 402 

遅い光（スローライト）と魔法の透明マント シドニー  パーコウィッツ∥著 草思社 425 

大宇宙ＭＡＰ 沼澤  茂美∥共著 誠文堂新光社 440 

水の歴史 ジャン マトリコン∥著 創元社 452    

日本の爬虫類・両生類観察図鑑 川添 宣広∥著 誠文堂新光社 487 

オオカミたちの隠された生活 ジム  ダッチャー∥著 エクスナレッジ 489 

幸せになるために、やってはいけないこと 蓮村 誠∥著 大和書房 490 

ネット依存症から子どもを救う本 樋口 進∥監修 法研 493.9 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 7 月号 

 

3 



 

― 技術 ― 

大人が作る秘密基地 影山 裕樹∥著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ 520 

名機オスプレイの呪い 渓  由葵夫∥著 さくら舎 538 

日本酒基本ブック ワイナート編集部∥編 美術出版社 588 

― 手芸・料理 － 

“デジプリパターン”で作る着物と着物まわりのかわいいもの やまもと  ゆみ∥著 グラフィック社 593 

ショートネイルレッスンＢＯＯＫ 根本 佐和子∥監修 学研パブリッシング 595 

とっておき！マリネレシピ 小田 真規子∥料理監修 東京書店 596 

― 産業 － 

花活けのココロ ＣＨＡＪＩＮ∥著 主婦と生活社 627 

ミルクの歴史 ハンナ  ヴェルテン∥著 原書房 648 

〈原色〉木材加工面がわかる樹種事典 河村  寿昌∥著 誠文堂新光社 657 

「外食の裏側」を見抜くプロの全スキル、教えます。 河岸  宏和∥著 東洋経済新報社 673 

日本１００名線 谷崎 竜∥著 イカロス出版 686 

― 芸術・スポーツ ー 

『クレイの教科書』 

くりくり編集室∥編 

二見書房 分類 751 

粘土選びから、型取り、いろ塗り・染め、しあげ、オリジナルのクレイアクセサリー

やくらしの実用品づくりまで、クレイを素材にしたものづくりを紹介します。基本の

素材や道具、レジンの基本も解説。 

さらりと描く水墨画 藤原  六間堂∥著 日貿出版社 724 

すぐに役立つ！配色アレンジＢＯＯＫ 久野  尚美∥著 グラフィック社 757 

なにわの華  文楽へのいざない 桐竹  勘十郎∥著 淡交社 777 

今から始める海釣り（ルアー）大入門  アトリエ・ボイル 787 

家庭用ゲーム機コンプリートガイド 山崎 功∥著 主婦の友インフォス情報社 798 

― 言語・文学 ― 

できる大人の日本語大全 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 810 

季節のことばで美しく手紙の書き出しと結び文例集 池田書店編集部∥編 池田書店 816 

シルバー川柳 〔特別編〕 みやぎシルバーネット∥著 河出書房新社 911.4 

― ビジネス・PC ― 

引きずらない人は知っている、打たれ強くなる思考術 豊田 圭一∥著 クロスメディア・パブリッシング BU 159.4 

なぜ、「異論」の出ない組織は間違うのか 宇田 左近∥著 ＰＨＰ研究所 BU 336.3 

仕事のカタログ 〔２０１５－１６年版〕  自由国民社 BU 366 

ビジネス文書書き方＆マナー大事典 神谷  洋平∥監修 学研パブリッシング BU 670 

Ｗｏｒｄによる編集レイアウトの基本とＤＴＰ実践テクニック 西上原  裕明∥著 技術評論社 PC 021 

３日で完成！ゼロからのホームページ作り 山崎  潤一郎∥著 成美堂出版 PC 547 

自作ＰＣバイブル 〔２０１４〕   晋遊舎 PC 548 

 技術評論社編集部∥著 技術評論社 PC 582 今すぐ使えるかんたんＷｏｒｄ   

２０１３の困った！を今すぐ解決する本 
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－ 小説・エッセー － 

『空色カンバス』 

靖子 靖史∥著  

講談社 分類 913.6 

父母を失い、高校 3 年生の妹・ゆかりとふたりで暮らす、三十路間近な住職・日比野隆道。

ある日、寺に泣きぼくろが印象的な美女がやってくる。夫から逃げてきたと訴える彼女を、

兄は妹の大反対にあいながらも居候させるが…。  

居酒屋ぼったくり 秋川 滝美∥著 アルファポリス 913.6 

特捜７ 麻見 和史∥著 新潮社 913.6 

迷子の王様 垣根  涼介∥著 新潮社 913.6 

ことり屋おけい探鳥双紙 梶  よう子∥著 朝日新聞出版 913.6 

短編を七つ、書いた順 片岡 義男∥著 幻戯書房 913.6 

恋情の果て 北原  亞以子∥著 光文社 913.6 

決断 小杉  健治∥著 双葉社 913.6 

星よりひそかに 柴崎 友香∥著 幻冬舎 913.6 

盲目的な恋と友情 辻村 深月∥著 新潮社 913.6 

名探偵登場！ 筒井 康隆∥著 講談社 913.6 

虚ろな十字架 東野  圭吾∥著 光文社 913.6 

初恋は坂道の先へ 藤石  波矢∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

アパリション 前川  裕∥著 光文社 913.6 

屋根屋 村田 喜代子∥著 講談社 913.6 

王朝小遊記 諸田 玲子∥著 文藝春秋 913.6 

乱 矢野  隆∥著 講談社 913.6 

突然美女のごとく 林  真理子∥著 マガジンハウス 914.6 

４０代〓大人女子のためのしあわせ読本 横森 理香∥著 アスペクト 914.6 

にっぽん聖地巡拝の旅 玉岡 かおる∥著 大法輪閣 915.6 

死の都の風景 オトー ドフ クルカ∥著 白水社 929 

だれも知らないムーミン谷 熊沢  里美∥著 朝日出版社 949 

― 文庫・新書 － 

若い読者のための日本近代史 半藤 一利∥著 ＰＨＰ研究所 M 210.6 

ひやかし 中島  要∥著 光文社 M 913.6 

リアクト 法条 遥∥著 早川書房 M 913.6 

怒刀 牧  秀彦∥著 双葉社 M 913.6 

誮の墓なの？ ジェイミー メイスン∥著 早川書房 M 933 

沸騰！図書館 樋渡  啓祐∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ S 016 

家族の悪知恵 西原  理恵子∥著 文藝春秋 S 159 

エピジェネティクス 仲野 徹∥著 岩波書店 S 467 

木材・石炭・シェールガス 石井 彰∥著 ＰＨＰ研究所 S 501 

仕事道楽 〔新版〕 鈴木 敏夫∥著 岩波書店 S 778 
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～  ６月の予約ランキング～ 

１  虚ろな十字架 東野  圭吾∥著 

２  村上海賊の娘上巻 和田  竜∥著 

３  村上海賊の娘下巻 和田  竜∥著 

４  平凡 角田  光代∥著 

４  ライアー 大沢  在昌∥著 

６  満願 米澤  穂信∥著 

６  本屋さんのダイアナ 柚木  麻子∥著 

６  女のいない男たち 村上  春樹∥著 

９ 豆の上で眠る 湊  かなえ∥著 

10 憂いなき街 佐々木  譲∥著 

  

 

― YA ― 

中高生のための「かたづけ」の本 杉田  明子∥著 岩波書店 Y 597 

かまえ！ぼくたち剣士会 向井 湘吾∥著 ポプラ社 Y 913 

クラスメイツ 〔前期・後期〕 森  絵都∥著 偕成社 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.７をご覧ください。 
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図書館員のオススメ本 

『僕の宝は 足と友』 

渡利 真∥著 

ポプラ社 

１歳前後で足を切断し両足が義足の嵯峨根 

望くんは、負けず嫌いだったが、小学生の時は

長ズボンをはき義足を隠していた。 

そんな彼が大学に進学後は、和泉市内の小学校

で自分の体験を話すようになっていた。 

当時の担任が、望くんの成長、両親の想い、友

達との関わりなどを重ねあわせて書いてあり、

エネルギーをもらえる本です。 
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Happy Birthday!! 
桜庭一樹（７月２６日） 

1999 年「夜空に、満天の星」（『ＡＤ２０１５

隔離都市 ロンリネス・ガーディアン』と改題

して刊行）で第１回ファミ通えんため大賞に佳

作入選。2007 年『赤朽葉家の伝説』で第 60回

日本推理作家協力賞(長編及び連作短編部門)

受賞、第 137 回直木賞候補。2008 年『私の男』

で第 138 回直木賞受賞、2014 年同タイトルで

映画化。他著書に『GOSICK』など。 

（参考 http://sakuraba.if.tv/） 

他の７月生まれの作家さん(敬称略) 

アレクサンドル・デュマ(24 日) 
宮藤官九郎(19 日) 谷崎潤一郎(24 日) 

 

 

 

 
 

 

『和泉のむかしばなし』 

新聞掲載！ 
5月 15日（木）に和泉図書館で発売した書籍

『和泉のむかしばなし』ですが、おかげさまで

各タウン誌・ブログ等に取り上げられ、6月 19

日（木）には朝日新聞朝刊（大阪版）にも掲載

されました。現在、予想を上回るお問合せに喜

びながら、通信販売に添えられたみなさまのメ

ッセージを励みに重版作業をしております（7

月初旬完成予定）。 

市内の方はもちろん、市外のお申込みくださ

ったみなさま、誠にありがとうございました。

この場を借りてお礼申し上げます。 

和む研究室 

 

 

 

 

 課題図書について 
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。 

 



 

平成２６年度７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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