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September 

和泉・プラザの２館で本さがしマスターをめざすイベントを行いました。 

まず館内の案内、そして図書館の本の探し方を説明し、テーマに沿って全員で 

本探しをしてもらいました！ 

参加してくれたどの子も、夢中で取り組み、 

たくさんの本を探し当ててくれました！ 

これをきっかけに、もっと図書館を 

好きになっていただければうれしいです！ 

みなさん、ご参加いただきありがとうございました！ 

 

めざせ！図書館マスター！ 

夏休み工作教室を開催しました★ 
８月４日に和泉・プラザ図書館の２館で夏休み工作教室を開催しました。 

たくさんの子ども達が参加してくれました。みんな熱心に取り組み、 

ひとりひとり違う個性豊かな作品ができ、 

楽しい工作となりました☆ 

たくさんのご参加ありがとうございました。。 

 小さな科学者誕生！！ 
８月２３日和泉・プラザ両館で科学実験教室を行いました！ 

講師に関口芳弘先生をお招きし、紙とコインを使った力の 

はたらきの実験や、工作「プラトンボ」をつくったり、 

理化学研究所のおはなし、モニターでスーパーコンピューター 

「京」の説明など、とてもわかりやすくお話ししていただきました。 

とくに実験は全員成功して、こどもだけでなく一緒に来ていた 

保護者の方々からも歓声が上がっていました。 

みなさん楽しく科学に触れることができ、小さな科学者たちが誕生しました！ 



 

 
 

１ 月 ○休に、南 16 火 ○休南 

２ 火  17 水  

３ 水  18 木   

４ 木  19 金 ○休プ       

５ 金        ○休南 20 土  

６ 土   21 日  

７ 日   22 月 ○休に、南 

８ 月 ★郷土学習会(和）○休に、南 23 火   

９ 火  24 水   

10 水  25 木  

11 木         26 金 ○休に 

12 金 ○休和 27 土  

13 土  28 日   

14 日  29 月 ○休に、南 

15 月 ★臨床美術(和)  ○休に 30 火  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館９月の行事 

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 

 

12日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

19日(金) 
１日(月) ８日(月) 

15日(月) 22日(月) 

26日(金) 29日（月） 

１日(月) ５日(金) 

８日(月) 16日(火) 

22日(月) 29日（月） 

 

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 (11 日) ・おはなし会 (20 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時半 地下１階多目的室 

みんなでシネマ(プ) 

 午後１時半～午後３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） 

今月のみんなでシネマ映画会は、和泉図書館「レナードの朝」、 

こどものための映画会は、シティプラザ図書館「まめうしくん」、 

みんなでシネマは、シティプラザ図書館「キャッツ＆ドッグス」です。 

2 



 

今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

学校司書って、こんな仕事 学校図書館問題研究会∥編 かもがわ出版 017 

あしたから出版社 島田 潤一郎∥著 晶文社 023 

勇気の心理学アルフレッド・アドラーが１時間でわかる本 中野 明∥著 学研パブリッシング 146 

じたばたしても仕方ない ひろ さちや∥著 有楽出版社 159 

真言密教の聖地高野山へ行こう！ 田中 ひろみ∥著 ＪＴＢパブリッシング 188 

イエス・キリストは実在したのか？ レザー  アスラン∥著 文藝春秋 192 

― 歴史・地理 ― 

『放浪哲学』 

中西  大輔∥著 

ＳＢクリエイティブ 分類 290 

２８歳のときに６年間勤めた会社を辞め、世界一周の自転車旅に出た。１１年かけて１３０カ

国を訪れ、南極以外のすべての大陸を走破。走行距離は１５万キロ以上－。世界一周の日本人

記録を塗り替えた旅の全貌を綴る。 

名著で読む日本史 渡部  昇一∥著 育鵬社 210 

金属の中世 小野  正敏∥編 高志書院 210.4 

ひと目でわかる「大正・昭和初期」の真実 水間 政憲∥著 ＰＨＰ研究所 210.6 

悪女たちの朝鮮王朝 康 煕奉∥著 双葉社 22１ 

ふたつめの誕生日 道上  洋三∥著 ワニブックス 289 

バックパッカーズ読本 [保存版]  旅行情報研究会∥編 双葉社 290 

― 社会科学 ― 

『日本風物詩』 

ステュウット ヴァーナム‐アットキン∥著 とよざき ようこ∥訳 

ＩＢＣパブリッシング 分類 F 382（※英書です。外国文学の英書棚においています。） 

居、交番、盆栽、花見…。膨大な季節の風物詩と共に、超現代的な側面が共存する日本。

全国津々浦々に見られる色彩豊かな日本文化を幅広くとりあげ、美しいカラー写真ととも

に、英語・日本語のバイリンガルで簡潔に解説する。 

バカが多いのには理由がある 橘 玲∥著 集英社 304 

日本人を縛りつける役人の掟 原  英史∥著 小学館 322 

許認可手続きと申請書類の書き方 服部 真和∥監修 三修社 323 

韓国経済がけっぷち 勝又 壽良∥著 アイバス出版 332 

なぜ私たちは他人の目を気にしてしまうのか 竹内 一郎∥著 三笠書房 361 

資格取り方選び方全ガイド [２０１６年版] 高橋書店編集部∥編 高橋書店 366 

何かお手伝いしましょうか 立花  明彦∥著 産学社 369.2   

必ず盛り上がる文化祭ガイド 森  俊二∥編著 学事出版 374 

しからずにすむ子育てのヒント 高山 恵子∥著 学研教育出版 379.9 

Ｑ＆Ａで読む日本軍事入門 前田 哲男∥編 吉川弘文館 392   
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― 自然科学 ― 

極大と極小への冒険 デイヴィッド ブラットナー∥著 紀伊國屋書店 413 

透明マントを求めて 雨宮 智宏∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 425 

四季の星座神話 沼澤  茂美∥著 誠文堂新光社 443 

こんなに凄かった！伝説の「あの日」の天気 金子  大輔∥著 自由国民社 451 

おしり図鑑  エクスナレッジ 480 

タコの教科書 リチャード シュヴァイド∥著 エクスナレッジ 484 

手のひらセラピー 足利 仁∥著 枻出版社 492 

子どものこころの医学 中村  和彦∥編著 金芳堂 493.9 

― 技術 ― 

〈科学ブーム〉の構造 五島  綾子∥著 みすず書房 502 

お店の解剖図鑑 高橋 哲史∥著 エクスナレッジ 526 

宇宙エレベーターの本 宇宙エレベーター協会∥編 アスペクト 538 

紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 佐々 涼子∥著 早川書房 585 

― 手芸・料理 － 

写真で学ぶ部分縫い 太田 秀美∥著 ブティック社 593.3 

森れいこの花刺しゅう 森  れいこ∥著 アップルミンツ 594 

もてなし上手のオードブル・レシピ 秋元  さくら∥著 ＳＢクリエイティブ 596.2 

３歳からのカッコいいお弁当  メイツ出版 596.4 

― 産業 － 

写真ですぐわかる安心・安全植物の病害虫症状と防ぎ方 高橋 孝文∥監修 西東社 623 

水辺の花スタートＢＯＯＫ  栃の葉書房 627 

ハリネズミ飼いになる ハリネズミ好き編集部∥編 誠文堂新光社 645 

院長…アリクイの次はカンガルーがやって来ました！ 田向 健一∥原作 アスペクト 649 

マレーシア航空機はなぜ消えた 杉江  弘∥著 講談社 687   

― 芸術・スポーツ ー 

『絵手紙Ｑ＆Ａ』 

花城 祐子∥著 

廣済堂出版 分類 724 

絵手紙に決まりはありますか？ どんな道具が必要ですか？ どこから描き始めればいいです

か？ 文字が絵にかかってもいいですか？ 道具とその使い方、絵を上達させるコツ、言葉と

文字など、絵手紙の疑問に答えます。 

花を描く [新装改訂版] 浦上  義昭∥著 日貿出版社 725 

伝わるインフォグラフィックス リンクアップ∥編 グラフィック社 727 

アート写真集ベストセレクション１０１ 福川  芳郎∥著 玄光社 740 

新聞紙とガムテープでこんなのつくれた！ 関口  光太郎∥著 講談社 750 

楽譜でわかるクラシック音楽の歴史 広瀬 大介∥著 音楽之友社 762 

ママだからできる運動神経がどんどんよくなる子育ての本 遠山 健太∥著 学研パブリッシング 780 

はじめてのキャンピング  安藤スポーツ・食文化振興財団 786 

つるの将棋女流七番勝負 つるの 剛士∥著 幻冬舎エデュケーション 796 
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― 言語・文学 ― 

分類たとえことば表現辞典 中村  明∥著 東京堂出版 816 

江戸俳句百の笑い 復本  一郎∥著 コールサック社 911.3 

作詞のための８の極意 ヤマハミュージックメディア∥編 ヤマハミュージックメディア 911.6   

－ 小説・エッセー － 

『ウェーブ』 

時武 ぼたん∥著 

枻出版社 分類 913.6 

海上自衛隊の練習艦「あやぐも」の唯一の女性海上自衛官（ウェーブ）の幹部として着任

した小菅千春。艦では様々な問題が発生するが…。元女性自衛官が海上自衛隊の日常をリ

アルに描いた、臨場感あふれる長編小説。 

『吾輩ハ猫ニナル』 

横山  悠太∥著  

講談社 分類 913.6 

日中混血の青年カケルは、ある日、ビザの更新のため日本へ行くことに。オタクの聖地・

秋葉原に辿り着くと…。日本語と中国語を混交した文体、ユニークなルビで、青年の成

長をユーモラスに描く。『群像』掲載を単行本化。 

ゼロの迎撃 安生  正∥著 宝島社 913.6 

モノクローム 乾 ルカ∥著 新潮社 913.6 

銀翼のイカロス 池井戸 潤∥著 ダイヤモンド社 913.6 

野望の憑依者（よりまし） 伊東  潤∥著 徳間書店 913.6 

フラッシュモブ 遠藤  武文∥著 光文社 913.6 

猫弁と魔女裁判 大山 淳子∥著 講談社 913.6 

魔性のダンサー ローラ・モンテス 桐生 操∥著 小学館 913.6 

シルバー・オクトパシー 五條 瑛∥著 徳間書店 913.6 

すべての神様の十月 小路 幸也∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

勁草の人 高杉  良∥著 文藝春秋 913.6 

半分コ 出久根 達郎∥著 三月書房 913.6 

Ａ 中村  文則∥著 河出書房新社 913.6 

悲業伝 西尾 維新∥著 講談社 913.6 

結婚 橋本  治∥著 集英社 913.6 

悟浄出立 万城目  学∥著 新潮社 913.6 

敬語で旅する四人の男 麻宮  ゆり子∥著 光文社 913.6 

つばき 山本  一力∥著 光文社 913.6 

修羅走る関ケ原 山本 兼一∥著 集英社 913.6 

ミドリのミ 吉川 トリコ∥著 講談社 913.6 

デラックスじゃない マツコ デラックス∥著 双葉社 914.6 

歳月パラパラ 眉村  卓∥著 出版芸術社 914.6 

五枚目のエース スチュアート  パーマー∥著 原書房 933 
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― ビジネス・PC ― 

できるＯｕｔｌｏｏｋ ２０１３ 山田 祥平∥著 インプレス PC 007 

新しいＧｏｏｇｌｅの教科書  英和出版社 PC 007 

脱！スマホのトラブル 佐藤 佳弘∥著 武蔵野大学出版会 PC 007 

できるＷｉｎｄｏｗｓタブレットＷｉｎｄｏｗｓ ８．１ Ｕｐｄａｔｅ対応 法林 岳之∥著 インプレスジャパン PC 548 

働かないオジサンになる人、ならない人 楠木 新∥著 東洋経済新報社 BU 159.4 

仕事の「ミス」をなくす９９のしかけ 松井  順一∥著 日本能率協会マネジメントセンター BU 336 

いちばん伝わる！ビジネス文書の書き方とマナー 山崎  政志∥監修 高橋書店 BU 336.5 

成功する個人事業の始め方 [’１４～’１５年版]  萩原 広行∥監修 成美堂出版 BU 673 

― 文庫・新書 － 

再審無罪 読売新聞社会部∥著 中央公論新社 M 326 

天保百花塾 井川 香四郎∥著 ＰＨＰ研究所 M 913.6 

時の罠 辻村  深月∥著 文藝春秋 M 913.6 

偽装強盗 六道  慧∥著 光文社 M 913.6 

規格外ホテル デボラ クーンツ∥著 東京創元社 M 933 

喰らう読書術 荒俣  宏∥著 ワニブックス S 019 

名画で読み解くロマノフ家１２の物語 中野  京子∥著 光文社 S 288 

劣化する日本人 香山 リカ∥著 ベストセラーズ S 304 

体をつくる水、壊す水 藤田 紘一郎∥著 ワニ・プラス S 498.3 

ＮＡＳＡ 佐藤 靖∥著 中央公論新社 S 538 

― YA ― 

１３歳からのことば事典 矢野  耕平∥著 メイツ出版 Y 813 

青春離婚 紅玉 いづき∥著 星海社 Y 913   

ぼくらのコブラ記念日 宗田 理∥作 ポプラ社 Y 913 
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図書館員のオススメ本 

『トリツカレ男』 

いしい しんじ∥著 ビリケン出版 

いろんなものにとりつかれてしまう男、

ジュゼッペ。今度は、公園の風船売りの女

の子に恋をしました。毎日公園に通い、ふ

たりは仲よくなりました。しかし女の子の

笑顔にはいつも少し寂しさが滲んでいるこ

とに気付いた彼は、女の子のために行動を

起こします。 

痛々しいまでに純粋で素直なジュゼッペ

を思わず応援したくなる、そして、読み終

わったあと心がぽかぽかする、そんな素敵

な一冊です。 

～ ８月の予約ランキング～ 

１ 銀翼のイカロス 池井戸 潤∥著 

２ 山女日記 湊  かなえ∥著 

３ 悟浄出立 万城目  学∥著 

３ アクアマリンの神殿 海堂  尊∥著 

５ 雨の狩人 大沢  在昌∥著 

６ 虚ろな十字架 東野  圭吾∥著 

６ マスカレード・ホテル 東野  圭吾∥著 

８ 破門 黒川  博行∥著 

８ 弓張ノ月 佐伯  泰英∥著 

10 お文の影 宮部  みゆき∥著 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

シティプラザ図書館 

もしもに備えて 

大人にも読んでもらいたい絵本 

謎解きを召し上がれ 

はっけん！和泉市（だんじり） 

南部ＲＣ図書室 

健康が一番 

 

にじのとしょかん 

めがね 

さいとうしのぶ 

和泉図書館 

世界を知ろう！ 

癒 

プリンセス 
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Happy Birthday!! 

筒井 康隆(９月２４日) 

 小説家。俳優。昭和９年９月 24 日生まれ。大阪

府大阪市出身。同志社大学文学部卒業。昭和 35 年

SF 同人誌「NULL」を主宰、同誌に発表した作品「お

助け」が「宝石」に転載され、文壇デビュー。現

代社会の不毛を徹底したオフザケやパロディでナ

ンセンスなものに変えてみせる手法で、人気に。

著書に「わたしのグランパ」「パプリカ」「時をか

ける少女」「家族八景」など。 

参考『新訂作家・小説家人名事典』 

    
他の９月生まれの作家さん(敬称略) 

西村京太郎(6 日) 曽野綾子(17 日) 
アガサ・クリスティ(15 日) 

 

 

 

 

 

 

絵本とおはなしの時間 

日時：９月７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 絵本コーナー 

本を借りかえ気分をいれかえ 

ついでに１曲 

暮らしに歌を一緒にうたを 

日時：９月 11日(木) 14：00～14：30 

場所：ゆう・ゆうプラザ にじのとしょかん 

みんなで歴史を語って聞いて楽しみましょう！ 

第２９回テーマ「伯太藩のはなし」 

日時：９月 19日(金) 10：00～12：00 

場所：ゆう・ゆうプラザ にじのとしょかん 

内容：歴史の好きな人が集まり語ります 

当日参加ＯＫです！ 

東京創元社 60周年！ 
翻訳ミステリと SF好きの人なら避けては通れ

ない東京創元社が、今年 60周年を迎えました。

もともと、1892年に大阪で営業を始めた書籍取

次会社「福音社」が、出版部門として 1925年に

「創元社」を設立したのが始まりだそうで、そ

の後、1948年に東京支店が同名の「創元社」と

して独立、さらに改組して 1954年 7月に現在の

「東京創元社」が誕生しました。 

ちなみに「創元社」時代は、川端康成や、谷

崎潤一郎などの文芸書の刊行が中心だったそう

です。 

参照：「東京創元社 HP」より 

http://www.tsogen.co.jp 
/kaisha/index.html 

 

にじのとしょかん 

 

 

おはなし会 

日時：９月 13日(土) 11:00 ～ 11:30 

内容：「おいしい」 

おやまのがっこう 

日時：9月 21日(日) 11:00 ～ 11:30 

内容：折紙「くだもの・やさい」 

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 

第４回郷土学習会＆ 

『和泉のむかしばなし』出版記念講演会 

～和泉の起源～ 
泉井上神社が伝えること 

日時：９月８日(月） 13：30～15：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

講師：田所貞文さん(泉井上神社宮司) 

定員：６０名 

参加無料・事前申込不要 

 

和泉図書館 



 平成２６年度９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。 

★☆★☆★！！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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