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夏のおはなし会 
日時：８月 17 日(日)  

午前の部（低学年）11:00～11:30 
午後の部（高学年）14:30～15:00 

場所：にじのとしょかん 

お部屋へは、にじのとしょかんからご案内します。 

夏休み工作教室 
日時：８月４日（月） 

朝の部 10:00開場 10:10開始 

昼の部 14:00開場 14:10開始 

開始時間に説明が始まるので、 

途中入室不可です。 

場所：集会室１・２ 

対象：小学生 

持ち物：はさみ・のり 

内容：万華鏡・パタパタ貯金箱・走る車のどれか

ひとつをつくります。参加無料・申込不要。 

体験“臨床美術” 
～脳がめざめる心おどるアート～ 

日時：９月 15日（月・祝） 13：00～15：00 

場所：集会室１・２ 

対象：中学生以上 

定員：20名（事前申込要） 

費用：300円 

内容：オイルパステルでの作品制作 

   「いろいろな線と色で遊ぼう」 

申込：８月 16日（土）９：00～ 

   カウンターまたは、お電話で受付。 
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夏休み工作教室 
日時：8月 4 日（月）14:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ地下 1階多目的室 

対象：小学生まで 

定員：100名 

内容：ヒミツの本・おみくじ・ヨットメモボードを 

つくります。申込不要。 

当日午後 1時 30分から多目的室前で整理券を 

配布します。 

 

むかしあそびをしよう 
 

日時：８月９日(土)14:00～14:30 

場所：シティプラザ図書館おはなし室 

対象：幼児～小学生の子ども、高齢者 

内容：手作りの紙ずもうをやってみませんか？ 

 
 

シティプラザ図書館 

 

紙芝居を楽しもう！ 
日時：８月３日（日） 

 11：00～11：30 

場所：にじのとしょかん 

 えほんコーナー 

どなたでも申し込みなしで 

当日参加できます。 

とっておき！！ 
和泉市の歴史と伝説の話 

日時：８月 15 日(金) 10：00～12：00 

場所：ゆう・ゆうプラザ 

 （人権文化センター） 

内容：歴史と伝説の好きな人が語りま

す！小学生から大人まで、どな

たでもＯＫ！当日参加ＯＫ！ 

にじのとしょかん 

夏休みの図書館はイベントがもりだくさん！ 

 

書庫の日 

日時：8月 15日（金） 

  14:00～15:00 

にじのとしょかんの書庫に

入って本を選ぶことができ

ます。 

参加無料・申込不要。 
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おやまのがっこう 

日時：８月 17日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：工作「とべとべ かみコプター」 

場所：南部ＲＣ図書室絵本コーナー 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 金  17 日  

２ 土  18 月 ○休に、南 

３ 日  19 火   

４ 月 ○休に、南 20 水        

５ 火            21 木  

６ 水   22 金   

７ 木  23 土   

８ 金 ○休和 24 日   

９ 土  25 月 ○休に、南 

10 日  26 火  

11 月 ○休に、南        27 水  

12 火  28 木  

13 水  29 金 ○休に 

14 木  30 土  

15 金 ○休プ 31 日  

16 土  

おはなし会 

日時：８月９日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「むし」 

場所：南部ＲＣ図書室絵本コーナー 

 

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)集会室１・２ (プ) ３階学習室 1A・1B 

 

おりがみ教室 午後２時半～４時  

(和)集会室１・２ (プ)３階学習室 1A・1B 

  

ちいさなおはなし会 (14 日) ・おはなし会 (16 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 

 

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８月の行事 

今月の映画会は、 和泉図書館「うごくえほん チルビー」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 

 

8日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

15日(金) 
４日(月) 11日(月) 

18日(月) 25日(月) 

29日(金) 

１日(金)４日(月) 

11日(月)18日(月) 

25日(月)  

 

★めざせ！図書館 

マスター(和） 

★夏休み科学実験教室(和・プ） 

★夏休み 

工作教室(和・プ） 

★さがせ！ 

 チリメンモンスター(プ) 

★めざせ！図書館マスター(プ） 

○休南 

南部ＲＣ図書室 

★むかしあそびをしよう(プ) 

★体験「臨床美術」 

受付開始（和） 
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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 ― 

記号創発ロボティクス 谷口  忠大∥著 講談社 007 

おかんメール 『おかんメール』制作委員会∥編 扶桑社 049 

「自由の国」の報道統制 水野  剛也∥著 吉川弘文館 070 

おかげさまで生きる 矢作 直樹∥著 幻冬舎 147   

毒蛇は急がない 島地  勝彦∥著 日経ＢＰ社 159 

苦しかったら泣きなさい 梶 妙壽∥著 文藝春秋 188 

『思想史の名脇役たち』 

合田  正人∥著 河出書房新社 

分類 135 

カミュに「作家になること」を決意させた人とは？  アランが敬愛した先生とは？  ジャ

ン・グルニエ、シャルル・ルヌヴィエ、ジュール・ラニョー…。時代の寵児たちが愛した、

いぶし銀のような思想家たち８人を紹介する。 

― 歴史・地理 ― 

エドノミクス 飯田 泰之∥著 扶桑社 210.5 

ローマ帝国の崩壊 ブライアン  ウォード＝パーキンズ∥著 白水社 232 

カメラが撮らえた幕末・明治・大正の美女 津田 紀代∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 281 

里山を食いものにしよう 和田  芳治∥著 阪急コミュニケーションズ 289 

図説日本古地図コレクション 三好  唯義∥著 河出書房新社 291 

― 社会科学 ― 

官房長官  側近の政治学 星  浩∥著 朝日新聞出版 312 

韓国人知日派の言い分 宇田川 敬介∥著 飛鳥新社 319 

暗号が通貨（カネ）になる「ビットコイン」のからくり 吉本 佳生∥著 講談社 338 

いろはにほめ言霊 武田  双雲∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 361 

そうだったのか！！「国土強靱化」 古屋 圭司∥著 ＰＨＰ研究所 369.3 

夜回り先生子育てで一番大切なこと 水谷 修∥著 海竜社 379.9 

死者を弔うということ サラ  マレー∥著 草思社 385 

トロール ブライアン  フラウド∥絵 文 グラフィック社 388 

― 自然科学 ― 

ピープスの日記と新科学 Ｍ．Ｈ．ニコルソン∥著 白水社 402 

和算の再発見 城地  茂∥著 化学同人 419 

ミッション・トゥ・マーズ バズ オルドリン∥著 エクスナレッジ 445 

ゼンリン住宅地図と最新ネット地図の秘密 内田  宗治∥著 実業之日本社 448 

自然ウォッチングのコツ 山口  喜盛∥著 メイツ出版 460 

美しすぎるカブトムシ図鑑 野澤  亘伸∥監修 写真 双葉社 486 

ウンチのうんちく 左巻 健男∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 491 

髪がみるみる生える、ふえる、きれいになる２５の習慣 岡嶋 研二∥著 主婦の友社 494 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 8 月号 
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― 技術 ― 

もっと知りたい川のはなし 末次  忠司∥著 鹿島出版会 517 

すてきなガーデン＆エクステリア 武井 泄月袴∥著 ブティック社 527 

ＪＲ鉄道車両コレクションＰＬＵＳ  交通新聞社 536 

― 手芸・料理 － 

『今ごはん、昔ごはん』 

松井 今朝子∥著 

ポプラ社 分類 596 

生まれは京都・祇園の日本料理屋、江戸の味にも精通する直木賞作家・松井今朝子が、古今東

西、おいしく楽しい食のあれこれをつづる。川口澄子のマンガも掲載。『３分クッキング』連載

を再構成、加筆修正して単行本化。 

京都・大阪・神戸ときめきの手芸屋さんぽ あんぐる∥著 メイツ出版 594.1 

台所道具を一生ものにする手入れ術 日野  明子∥著 誠文堂新光社 596.9 

いちばんよくわかる育児 住友 眞佐美∥監修 主婦の友社 599 

― 産業 － 

とっておきのハーブ百科  ブティック社 617 

トロピカルプランツの育て方 三輪 正幸∥著 ブティック社 625 

世界文化遺産富岡製糸場と明治のニッポン 熊谷  充晃∥著 ＷＡＶＥ出版 632 

かわいいうさぎ 〔新版〕 斉藤 久美子∥監修 西東社 645 

爬虫両生類の上手な飼い方 冨水  明∥著 エムピージェー 666 

― 芸術・スポーツ ー 

仕事帰りの寄り道美術館  自由国民社 706 

写真集（フォトブック）のつくり方 丹野 清志∥著 玄光社 744 

大人可愛いプラバン小物とプチかわアクセサリー シモオオゾノ ミホ∥作品制作 メイツ出版 751 

ゆだねて束ねる 増島 みどり∥著 飛鳥新社 783.4 

すてきな箱庭のつくり方 古橋  くみ子∥著 実業之日本社 793 

― 言語・文学 ― 

国語は好きですか 外山  滋比古∥著 大修館書店 810 

江戸川乱歩の迷宮世界  洋泉社 910.2 

皇后美智子さまのうた 安野  光雅∥著 朝日新聞出版 911.1 

― ビジネス・PC ― 

速効！図解Ｗｉｎｄｏｗｓ  ８．１ 川上  恭子∥著 マイナビ PC 007 

チャイナハッカーズ ウラジミール∥著 扶桑社 PC 007 

アップルのデザイン戦略 日経デザイン∥編 日経ＢＰ社 PC 007 

Ｗｉ‐Ｆｉ接続事典 村上 俊一∥著 秀和システム PC 547 

ビジネスに効く最強の「読書」 出口  治明∥著 日経ＢＰ社 BU 019 

必ず再起する！会社の上手な売り方・たたみ方 庵原 正人∥著 ぱる出版 BU 335.4 

日本人の９割は正しい自己紹介を知らない 山中 俊之∥著 祥伝社 BU 336.4 

商品写真の撮り方完全ガイド 鈴木  知子∥著 エムディエヌコーポレーション BU 674 
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－ 小説・エッセー － 

『もしも俺たちが天使なら』 

伊岡 瞬∥著  

幻冬舎 分類 913.6 

この闘いは、大金のためか、友情のためか－。詐欺師、ヒモ、元刑事のイケメン小悪党ト

リオが、人助けのために凶悪組織に立ち向かう！ 痛快クライムノベル。『パピルス』連載

に加筆修正して単行本化。 

風 青山 七恵∥著 河出書房新社 913.6 

セブン 乾  くるみ∥著 角川春樹事務所 913.6 

東京自叙伝 奥泉 光∥著 集英社 913.6 

名言探偵 北國 浩二∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

遠野物語拾遺ｒｅｔｏｌｄ 京極  夏彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

芥川症 久坂部  羊∥著 新潮社 913.6 

硝子の探偵と銀の密室 小島 正樹∥著 講談社 913.6 

星々たち 桜木  紫乃∥著 実業之日本社 913.6 

雪の香り 塩田 武士∥著 文藝春秋 913.6 

幽霊さん 司 修∥著 ぷねうま舎 913.6 

水平線のぼくら 仁木 英之∥著 角川春樹事務所 913.6 

メリーランド 畑野 智美∥著 講談社 913.6 

老いの入舞い 松井  今朝子∥著 文藝春秋 913.6 

ムカシ×ムカシ 森 博嗣∥著 講談社 913.6 

戌亥の追風 山本  一力∥著 集英社 913.6 

ボラード病 吉村  萬壱∥著 文藝春秋 913.6 

落ち葉わか葉花がたみ 髙地  英壽∥著 羽衣出版 914.6 

奥さまはマリナーゼ 〔ＦＩＮＡＬ〕 ほしの ゆみ∥著 宙出版 914.6 

大正天皇漢詩集 大正天皇∥著 大修館書店 919 

北斎と応為〔上・下〕 キャサリン  ゴヴィエ∥著 彩流社 933 

脳に棲む魔物 スザンナ キャハラン∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 936 

― 文庫・新書 － 

暴力の日本史 南條 範夫∥著 筑摩書房 M 210 

将棋ボーイズ 小山田 桐子∥著 幻冬舎 M 913.6 

決心 小杉  健治∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

形見雛 藤堂  房良∥著 双葉社 M 913.6 

リッジウェイ家の女 リチャード ニーリィ∥著 扶桑社 M 933 

終活なんておやめなさい ひろ  さちや∥著 青春出版社 S 159.7 

「自分」の壁 養老  孟司∥著 新潮社 S 304 

叱られる力 阿川  佐和子∥著 文藝春秋 S 361 

ドキュメント豪雨災害 稲泉 連∥著 岩波書店 S 369.3 

中国絵画入門 宇佐美 文理∥著 岩波書店 S 722 
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～ 7月の予約ランキング～ 

１  虚ろな十字架 東野  圭吾∥著 

２  コストコｓｔｙｌｅ   

[２０１４Ｓｐｒｉｎｇ]  

３ 破門 黒川  博行∥著 

３ アクアマリンの神殿 海堂  尊∥著 

５ クックパッドの大好評レシピ  

６ 村上海賊の娘[上・下] 和田  竜∥著 

７ 平凡 角田  光代∥著 

７  弓張ノ月 佐伯  泰英∥著 

７ 遺文 佐伯  泰英∥著 

10戌亥の追風 山本  一力∥著 

  

 

― YA ― 

１秒って誮が決めるの？ 安田  正美∥著 筑摩書房 Y 449 

死神うどんカフェ１号店 〔１杯目〕 石川 宏千花∥著 講談社 Y 913 

なりたい二人 令丈  ヒロ子∥作 ＰＨＰ研究所 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 

『長女たち』 

篠田 節子∥著 新潮社 
 

本書に収められた３話は、親の介護に追

いつめられていく孤独な長女たちの苦しみ

と葛藤が描かれている。 

あてにされ人生を搾取される長女、慈し

まれるだけで他人事の兄弟たちの存在が、

創作でありながら誰もが思い当たるリアリ

ティをもって、身につまされる。 

親の持ち駒からの脱却の物語である。 



 

 

 

 お盆の豆知識 

お盆には先祖の霊があの世から帰ってき

て、家族と過ごし、またあの世に帰って

いきます。 

その時に盆棚や仏壇に飾ってある精霊馬

は先祖が訪ねてくるときの乗り物です。 

キュウリで作った馬は、来るときはでき

るだけ早く訪ねてください。 

ナスで作った牛は、帰るときはできるだ

けゆっくりお帰りください。 

という気持ちを表しています。 

参考 

『おうちで楽しむにほんの行事』 
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Happy Birthday!! 
 

ディック・ブルーナ（８月２３日） 
  

1927年、オランダのユトレヒトに生まれる。

絵本作家、グラフィックデザイナーとして活

躍。1953 年に最初の絵本を出版して以来、お

よそ 120 タイトルを刊行。ミッフィーシリー

ズなど、数多くの作品が全世界で 40 か国語以

上に翻訳されている。 

2001 年にオランダの王室勲章「オランダ獅

子勲章コマンデュール賞」を受賞。 
 

参考 『海外の絵本作家たち』 

他の 8 月生まれの作家さん(敬称略) 

金原ひとみ( 8日) 乃南アサ  （19日)   
宮沢賢治  (27日) 川上未映子（29日) 

 

 

 

  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８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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