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October 

 

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 

 

10日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

17日(金) 

６日(月) 13日(月) 

20日(月) 27日(月) 

31日(金） 

３日(金) ６日(月) 

14日(火) 20日(月) 

27日(月) 

 

今年も秋祭りの季節がやってまいりました。 

府中町周辺では下記の通り曳行が行われますので、交通規制等には十分にお気をつけください。 

１０月 ５日（日）試験曳き 昼１時～夕方４時まで 

１０月１１日（土）宵宮   朝６時～夜１０時まで 

１０月１２日（日）本宮   朝６時～夜１０時まで 

なお、１２日（日）１１時から１８時まで和泉だんじり連合パレードに伴い 、 

和泉府中駅周辺道路は車両進入禁止となるため、 

和泉図書館へは車での来館ができませんので、ご注意ください。 

また、祭りの期間中、フチュール和泉へつながる歩行者デッキも通行止めとなります。  

あらかじめご了承ください。 

 

「体験“臨床美術”脳がめざめる心おどるアート」開催！！ 

９月１５日（月）に「体験“臨床美術”脳がめざめる心おどるアート」 

を開催しました！ 

講師には画家で、臨床美術士のフルイミエコさんをお招きし、 

参加者のみなさんにオイルパステルによる作品制作に挑戦して頂きました。 

まず臨床美術についての基本説明があり、その後のワークショップでは、 

みなさん楽しく作品を描いていらっしゃいました。 

またワークショップの後には鑑賞会もあり、 

みなさん笑顔で他の方の作品をごらんになっていました。 

※「臨床美術」及び「臨床美術士」は、日本における㈱芸術造形研究所の登録商標です。 

 

 

 

◆だんじり曳行に伴う交通規制・歩行者デッキ通行止めのお知らせ◆ 

 



 

 

１ 水  17 金 ○休プ 

２ 木  18 土  

３ 金 ○休南 19 日   

４ 土  20 月 ○休に、南       

５ 日            21 火  

６ 月  ○休に、南 22 水  

７ 火   23 木  

８ 水  24 金   

９ 木  25 土   

10 金 ○休和 26 日 ★ハロウィン工作教室（和） 

11 土         27 月 ○休に、南 

12 日  28 火  

13 月 ○休に 29 水   

14 火 ○休南 30 木  

15 水  31 金 ○休に 

16 木     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

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 (9 日) ・おはなし会 (18 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 

みんなでシネマ映画会 

 (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 10月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「ロボッツ」です。 
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シティプラザ図書館 

 

 

おはなし会 
日時：10 月 11 日(土) 11:00 ～ 11:30 
内容：「のりもの」 

おやまのがっこう 
日時：10 月 19 日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「ハロウィン」 
どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

 
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：10 月９日(木) 14:00 ～ 14：30 
場所：にじのとしょかん 
申込は不要です。どなたでも大歓迎！ 

絵本読みあいっこ大会 

日時：11 月 29 日(土) 13:30 ～ 15：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ５階和室(小) 
定員：20 名(読み手 10 名・語り手 10 名) 
持ち物：ご紹介いただく絵本 
申込：10 月 10 日(金) 10：00 ～ 
 にじのとしょかんカウンター・お電話で受付 

にじのとしょかん 

★楽しいハロウィン工作(プ) 

★手芸教室 手づくり人形 

 『どろんここぶた』(プ) 

★むかしあそびをしよう(プ) 

「ぶんぶんごま」14:00～14:30 

★製本教室(プ） 

ハロウィン工作教室 

日時：10 月 26 日(日) 10:00 ～ 11:30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

対象：幼児～小学生(未就学児は保護者同伴) 

内容：ネコぽしぇっと・ハロウィンランタン 

・こうもりカップ 

持ち物：はさみ・のり 

参加費無料・申し込み不要 

※ただし、材料がなくなったら受付を終わります 

和泉図書館 

楽しいハロウィン工作 
日時：10 月５日(日) 13:30 ～ 15:30 
場所：和泉シティプラザ地下 1 階多目的室 
対象：幼児～小学生(未就学児は保護者同伴) 
定員：100 名（先着順、申込不要） 
内容：ハロウィンキャンディバッグなど 

手づくり人形「どろんここぶた」 
日時：10 月９日(木) 13:00 ～ 16:30 
場所：和泉シティプラザ３階学習室３－Ａ 
内容：絵本「どろんここぶた」の‘こぶた’の 

人形を作ります 
定員：12 名(対象者：針、糸で裁縫ができる方) 
費用：700 円(当日、受付にて徴収) 
持ち物：裁縫道具(針、糸、はさみ) 
申込：10 月５日 (日) ９：00～ 

シティプラザ図書館カウンター・電話で受付 

製本教室 
日時：10 月 22 日(水) 13:30 ～ 16:00 
場所：和泉シティプラザ３階学習室１－Ａ 
定員：12 名 
費用：500 円(当日、受付にて徴収) 
申込：10 月 10 日(金) 10:00 ～ 

シティプラザ図書館カウンター・電話で受付 

南部ＲＣ図書室 



 

今月の新着図書 

(書名) (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

『野蛮な進化心理学』 

ダグラス ケンリック∥著 山形 浩生∥訳 森本 正史∥訳 

白揚社 分類 140 

アイドルの写真集を買う男はどうして評価が辛口なの？女がいちばん攻撃的になるときっ

ていつ？性や暴力といった刺激的なトピックから、人生の意味といった高尚なテーマまで、

進化心理学の知見を総動員して徹底的に解説。 

じぶんの学びの見つけ方 フィルムアート社編集部∥編 フィルムアート社 002 

ロボットの悲しみ 岡田  美智男∥編著 新曜社 007 

塩尻の新図書館を創った人たち 内野  安彦∥著 ほおずき書籍 016 

学校図書館は何ができるのか？その可能性に迫る 門脇  久美子∥著 国土社 017 

「知」の読書術 佐藤  優∥著 集英社インターナショナル 019 

歩き続ける 飯田  史彦∥著 ＰＨＰ研究所 147 

対象喪失の乗りこえ方 加藤 諦三∥著 大和書房 159 

謎解きギリシア神話 吉田 敦彦∥著 青土社 164 

日本の寺完全名鑑 かみゆ歴史編集部∥編 廣済堂出版 185 

四国八十八ケ所札所めぐり遍路歩きルートガイド 小林  祐一∥著 メイツ出版 186 

― 歴史・地理 ― 

マヤ・アンデス・琉球 青山  和夫∥著 朝日新聞出版 202 

るろうに剣心を彩った幕末維新明治の謀略と怪物たち 鈴木  長月∥著 ヴィレッジブックス 210.5 

後世に残したい昭和史の名著と人物 保阪  正康∥著 山川出版社 210.7 

軍艦島  坂本  道徳∥著 亜紀書房 219 

夢想と身体の人間博物誌 張  競∥著 青土社 220 

祖父はアーモン・ゲート ジェニファー  テーゲ∥著 原書房 289 

キッザニア裏技ガイド 〔２０１４～１５年版〕 キッザニア裏技調査隊∥編 廣済堂出版 29１ 

初めてのハワイ本 〔最近版〕  枻出版社 297 

― 社会科学 ― 

犯罪捜査ハンドブック 法科学鑑定研究所∥監修 宝島社 317 

知らないと損をする相続＆贈与の落とし穴  日経ＢＰ社 324 

株は再び急騰、国債は暴落へ 朝倉 慶∥著 幻冬舎 338 

新家庭の税金 〔２０１４→２０１５〕 湊  義和∥著 中央経済社 345 

京都に残った公家たち 刑部  芳則∥著 吉川弘文館 361 

最新重要判例２００労働法 〔第３版〕 大内  伸哉∥著 弘文堂 366 

ある日、わが子がモンスターになっていた 入江 吉正∥著 ベストブック 368 

ザ・ギフティッド 大川  翔∥著 扶桑社 371.5 

子どもにおこづかいをあげよう！ 藍 ひろ子∥著 主婦の友社 379.9 

奇祭 杉岡  幸徳∥著 有楽出版社 386 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 10 月号 
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― 自然科学 ― 

『ねころんで読める抗菌薬』 

矢野 邦夫∥著 

メディカ出版 分類 492 

抗菌薬の適正使用とはどのようなものか。抗菌薬処方のための１７の心得を紹介し、主な抗

菌薬および主な病原体の特徴を解説する。抗菌薬の基本と処方のポイントをまとめた入門書。 

最強の「毒物」はどれだ？ 斉藤  勝裕∥著 技術評論社 431 

星空の図鑑 Ｗｉｌｌ  Ｇａｔｅｒ∥著 誠文堂新光社 443 

デボン紀の生物 土屋  健∥著 技術評論社 457 

鉱物・宝石大図鑑 松原 聰∥監修 成美堂出版 459 

イマドキの動物ジャコウネコ 中島  啓裕∥著 東海大学出版部 489 

耳ひっぱりで体が変わる！１日１分の超カンタン健康法 薄 久美子∥著 実業之日本社 492 

― 技術 ― 

ヒューマンエラー ジェームズ リーズン∥著 海文堂出版 509 

昭和住宅 辻  泰岳∥著 エクスナレッジ 527 

ビジュアルでわかる船と海運のはなし 〔３訂増補版〕 拓海  広志∥著 成山堂書店 556 

なんにもない部屋のもの選び ゆるり まい∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590 

― 手芸・料理 － 

オン・オフ使える大人のソーイング  日本ヴォーグ社 593 

持ち歩きたくなるかわいい！自分で作るブックカバー  玄光社 594 

ぜんぶおうちで作れるデパ地下・有名店の大人気マリネ  辰巳出版 596 

野菜のチップス果実のチップス 藤田  承紀∥著 文化学園文化出版局 596.3 

― 産業 － 

『きのこ旅』 

とよ田  キノ子∥著 

グラフィック社 分類 657 

きのこを要とした観光スタイル「きのこツーリズム」を提案。７つのモデルプランと、ユニー

クなきのこスポットをはじめ、きのこの探し方、魅力あふれるグッズなどを紹介する。 

里山シンプル生活 位田  めぐみ∥著 大和書房 611 

日本の巨樹 高橋  弘∥著 宝島社 653 

死ぬまでお金に困らない財布を３０代で手に入れる方法 中島 健一∥著 ぱる出版 673 

男と女の上質図鑑 松浦  弥太郎∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 675 

― 芸術・スポーツ ー 

天野喜孝 天野 喜孝∥〔画〕 玄光社 726 

撮り・旅！ 山本  高樹∥〔編〕 ダイヤモンド・ビッグ社 743 

手仕事の服 工房のむら∥著 主婦と生活社 753 

ドールハウス 〔２〕  亥辰舎 759 

解剖学でわかるランニングシューズの選び方 鈴木  清和∥監修 スタジオタッククリエイティブ 782 
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― 言語・文学 ― 

もともと人名カルタ 倉本  美津留∥著 ワニブックス 801 

はじめての韓国語 〔新版〕 金 裕鴻∥著 明日香出版社 829 

流転の歌人柳原白蓮 馬場  あき子∥著 ＮＨＫ出版 911.1 

－ 小説・エッセー － 

『小森谷くんが決めたこと』 

中村 航∥著 

小学館 分類 913.6 

「僕、お医者さんに、余命２ケ月って言われたんですよ。でも生き残っちゃいましたけど」

どこにでもいそうでちょっといないある男子の、実話をもとにした小説。『きらら』連載 

「小森谷くんの恋と奇跡」を加筆修正し単行本化。 

『うつろ屋軍師』 

簑輪  諒∥著  

学研パブリッシング 分類 913.6 

１２３万石が僅か４万石に！？  家中から「空論（うつろ）屋」と呆れられる丹羽家

の新米家老・江口正吉と、城オタクで人の好い若殿・丹羽長重。空論で理想を貫いた、

若き新米主従の闘いの軌跡と戦国最大の敗者復活劇を描く。 

明日の子供たち 有川  浩∥著 幻冬舎 913.6 

翼、ふたたび 江上 剛∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

黒龍荘の惨劇 岡田  秀文∥著 光文社 913.6 

ぼくらの映画のつくりかた 機本 伸司∥著 東京創元社 913.6 

オペラ座の美女 鯨  統一郎∥著 光文社 913.6 

怪談 小池  真理子∥著 集英社 913.6 

土曜日の子ども 小森  収∥著 フリースタイル 913.6 

探偵工女 翔田  寛∥著 講談社 913.6 

今だけのあの子 芦沢 央∥著 東京創元社 913.6 

ハケンアニメ！ 辻村  深月∥著 マガジンハウス 913.6 

天に星  地に花 帚木  蓬生∥著 集英社 913.6 

還暦少年 平山 讓∥著 講談社 913.6 

荒神 宮部  みゆき∥著 朝日新聞出版 913.6 

旧校舎は茜色の迷宮 明利  英司∥著 講談社 913.6 

癒し屋キリコの約束 森沢 明夫∥著 幻冬舎 913.6 

神の子 〔上・下〕 薬丸  岳∥著 光文社 913.6 

芸者でＧＯ！ 山本 幸久∥著 実業之日本社 913.6 

蟻の菜園 柚月  裕子∥著 宝島社 913.6 

糸切り 吉永  南央∥著 文藝春秋 913.6 

元気の源  五体の散歩 外山  滋比古∥著 祥伝社 914.6 

江戸の人になってみる 岸本 葉子∥著 晶文社 915.6 

たとえ傾いた世界でも トム  フランクリン∥著 早川書房 933 
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― ビジネス・PC ― 

Ｗｉｎｄｏｗｓ ＰｏｗｅｒＳｈｅｌｌ超入門 新丈 径∥著 インプレス PC 007 

スッキリわかるＪａｖａ入門 〔第２版〕 中山  清喬∥著 インプレス PC 007 

できるＡｃｃｅｓｓクエリデータ抽出・解析に役立つ本 国本  温子∥著 インプレス PC 007 

今すぐ使えるかんたんＷｏｒｄＰｒｅｓｓ入門 富士ソフト∥著 技術評論社 PC 547 

小商いのはじめかた 伊藤 洋志∥監修 東京書籍 BU 159.4 

「謝り方」の技術 福田 健∥著 三笠書房 BU 336.4 

子育てと仕事の社会学 西村 純子∥著 弘文堂 BU 366 

営業の「超」基本！５０ 松田  友一∥著 すばる舎 BU 673 

― 文庫・新書 － 

アイデアの接着剤 水野  学∥著 朝日新聞出版 M 674 

ダブル・トリック 姉小路 祐∥著 光文社 M 913.6 

朱鞘の大刀 喜安  幸夫∥著 二見書房 M 913.6 

将軍家の秘宝 出久根 達郎∥著 実業之日本社 M 913.6 

自堕落な凶器 〔上・下〕 アリエル Ｓ．ウィンター∥著 新潮社 M 933 

話が長くなるお年寄りには理由（わけ）がある 増井  幸恵∥著 ＰＨＰ研究所 S 143 

田母神新党 田母神  俊雄∥著 ワニブックス S 310 

アベノミクスの終焉 服部 茂幸∥著 岩波書店 S 332 

金田一家、日本語百年のひみつ 金田一  秀穂∥著 朝日新聞出版 S 810 

人間になるための時間 曽野 綾子∥著 小学館 S 917 

― YA ― 

ロボットは東大に入れるか 新井  紀子∥著 イースト・プレス Y 007 

羅生門 芥川 龍之介∥作 理論社 Y 913   

真夜中の電話 ロバート  ウェストール∥作 徳間書店 Y 933 
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図書館員のオススメ本 

『旅屋おかえり』 

原田 マハ∥著 集英社 

 唯一のレギュラー番組が打ち切りになった

売れないタレント・丘えりかは、ひょんなこ

とから依頼人の代わりに旅をする「旅屋」を

始めることになります。 

 明るい主人公のひたむきさと、周囲の優し

さに元気がもらえる、笑いあり、涙ありの心

温まるストーリー。読んだ後は、きっと旅に

出たくなります。 

～ ９月の予約ランキング～ 

マスカレード・イブ 東野  圭吾∥著 

明日の子供たち 有川  浩∥著 

銀翼のイカロス 池井戸  潤∥著 

荒神 宮部  みゆき∥著 

後妻業 黒川  博行∥著 

天（そら）の梯（かけはし） 髙田  郁∥著 

すえずえ 畠中  恵∥著 

山女日記 湊  かなえ∥著 

Ｎのために 湊  かなえ∥著 

神の子 上 薬丸  岳∥著 
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Happy Birthday!! 

 いもとようこ(１０月２０日) 

 兵庫県生まれ。金沢美術工芸大学油絵科卒

業。小学校教員を経て、デビュー作『ひとりぼ

っちのこねこ』で絵本の世界に入る。以来、独

自の手法で描かれる繊細であたたかい貼り絵

が生み出す作品は 300 冊をこえ、子どもから大

人まで多くのファンより支持を得ている。ま

た、国際的にも高く評価されている。 

参考『画集 いもとようこの世界』 

    
他の 10 月生まれの作家さん(敬称略) 

桐野夏生(7 日)  田中芳樹  (22 日) 
恩田陸  (25 日) 小池真理子(28 日) 

 

 

 

 
  欧米のお盆？！ハロウィンの豆知識 

キリスト教の聖人をまつるお祭りですが、もともと

は古代ケルト人が死霊をまつった宗教行事です。のち

にキリスト教にくみこまれたといわれています。 

この日は死霊が家族を訪ねてきたり、さらに魔女や

悪魔もやってきて、いろいろな悪さをすると信じられ

ています。 

そこでかぼちゃのランタンを作ったり、魔よけの意

味がある仮装をした子供たちが「トリックオアトリー

ト！」といいながら近所の家をまわり、お菓子をもら

うそうです。 

参考『親子で楽しむ 365 日暮らしの行事』 

■和泉図書館・シティプラザ図書館共通 
Ｑ：図書館の行事のお知らせはどこで行われているんですか？ 
Ａ：広報いずみ、図書館だより、図書館ホームページ、館内のポスターやチラシにてお知らせしてい

ます。特に図書館ホームページでは、市内すべての図書館行事を掲載しておりますので、ぜひ一
度ご覧ください。 

（また、「図書館行事がわかりにくい。」というお声を多数いただいていますので、利用者の皆様にわ
かりやすくお知らせできるよう、広報の強化に努めてまいります。） 

 
■和泉図書館 
Ｑ：本のリサイクル市をしてほしい。 
Ａ：「本のリサイクル市」は、これまでシティプラザ図書館で、ほぼ年に 1 度開催してまいりました。
今後は、和泉図書館でも開催できるよう検討してまいります。なお、開催する場合は、「広報いずみ」
や「図書館だより」等でお知らせいたします。 

 

平成 25年度 和泉市図書館指定管理者アンケートへの回答（第 1回） 

今月号より、前年度にご協力いただきました指定管理者アンケートのご質問の一部を 
回答とともに掲載してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！ 

なお、図書館ホームページにもＱ＆Ａを掲載しております。 



 平成２６年度１０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

8 
★☆★☆★！！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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