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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 

 

14日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

21日(金) 

３日(月) 10日(月) 

17日(月) 24日(月) 

28日(金） 

４日(火) ７日(金) 

10日(月) 17日(月) 

25日(火) 

 

11月は１年で最も記念日が多い月です。数字の１が並ぶ月であり、11を「いい」と読めるなど形

や語呂合わせで作りやすいこともありますが、冬を前にした季節なので企業が何か 

イベントを仕掛けてみたいという気になるからでしょうか。 

とくに 11日は 1111となるので覚えやすく、とても記念日が多い日なのです。 

 参考『すぐに役立つ 366日記念日事典』 

おりがみの日：数字の"1"を正方形の一辺と見立て、1が 4つで正方形のおりがみの 4辺を表すことから 

（日本おりがみ協会 HP http://www.origami-noa.jp/） 
ピーナッツの日: 落花生は１つのカラに２粒の豆が入って“双子”であることから 

（全国落花生協同連合組合 HP http://www.peanuts-jp.com/p-gallery.html） 
くつしたの日: 靴下が２足並んで見える日付から 
（日本靴下協会 HP http://www.js-hosiery.jp/） 

ほかにも 11 日は記念日がたくさんあります。気になる方は調べてみては･･･！ 

 

シティプラザにて、ハロウィン工作を開催しました！！ 
 

10月 5日（日）にシティプラザ図書館にて、「ハロウィン工作」が開催されました。 

今回の内容は牛乳パックでハロウィンキャンディバッグと 

折り紙でかぼちゃやおばけを作りました。 

かわいいキャンディバッグがたくさん出来上がりました。 

会場には市内の方からいただいた大きなかぼちゃで作った人形が、 

皆さんの人気者になっていました。 

参加された皆さん、ありがとうございました。 

次回は 12月 7日（日）「冬の工作教室」の予定です。 

 

 

 November

 

11月 11日は何の日？ 
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秋のおはなし会 

日時：11月 9日(日) 
午前の部  11:00～11:30 （小学校低学年） 
午後の部  14:30～15:00 （小学校高学年・中学生） 

お部屋へは、２階にじのとしょかんからご案内します。 

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：11月 13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！ 

キリッタイにチャレンジ！ 
日時：12月 20日(土) 大人の部   10:30～11:30 

こどもの部 13:30～14:30 
場所：ゆう・ゆうプラザ 
定員：各 20人 
費用：500円 
申込： 11月 11日（火）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 

クリスマス工作教室 
日時：11月 30日(日)10:00～12:00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容：①切り紙リース＆フェルトツリー 

内容：②サンタのそり＆トナカイクラフト 

①・②どちらかを作ってクリスマスを楽しく飾ろう！ 

定員:各工作４０人（定員になり次第終了） 

当日 9:30より集会室前で整理券を配布します。

どちらを作るか決めておいてください。 

対象：児童（低学年以下は保護者の付添いが必要です） 

持物：はさみ・ボンド 

10：10 から作り方の説明をしますので、途中入場は

できません。遅れないよう気をつけて下さい。 

 

 

おはなし会 
日時：11月 8日(土) 11:00 ～ 11:30 
内容：「おでかけ」 

おやまのがっこう 
日時：11月 16日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「ふんわりきのこ」 
どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

 

 

１ 土  16 日  

２ 日  17 月 ○休 に、南 

３ 月 ○休 に 18 火   

４ 火 ○休 南 19 水        

５ 水            20 木  

６ 木  21 金 ○休 プ 

７ 金 ○休 南  22 土  

８ 土  23 日   

９ 日  24 月 ○休 に  

10 月 ○休 に、南 25 火 ○休 南 

11 火         26 水   

12 水  27 木  

13 木  28 金 ○休 に  

14 金 ○休 和 29 土  

15 土  30 日 ★クリスマス工作教室(和) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館１１月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「ミッション：インポッシブル」 

シティプラザ図書館みんなでシネマ「わたしを離さないで」（２日） 

こどものための映画会「かぐやひめ」（８日）です。    

南部ＲＣ図書室 

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)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) ４階研修室 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 (13 日) ・おはなし会 (15 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） 

和泉図書館 
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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 ― 

『木内かつの絵本あそび』 

木内  かつ∥著 

福音館書店 分類 019 

絵や工作、体を使った遊びで、絵本の面白さを何倍にもふくらませよう。 

「はじめてのおつかい」「そらいろのたね」など１７の絵本からインスピレーションを得た、 

子どもと楽しめる造形遊びを紹介。『母の友』掲載を加筆再構成。 

ギネス世界記録 〔2015〕 クレイグ  グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所 031 

「引き寄せスパイラル」の法則 奥平 亜美衣∥著 大和出版 147 

絵本を読むと「天職」が見つかる 中越  裕史∥著 廣済堂出版 159.4 

知っておきたいお寺の言い伝え 瓜生 中∥著 枻出版社 184 

― 歴史・地理 ― 

姓氏・家紋・花押 荻野  三七彦∥著 吉川弘文館 210 

ロシア ジョン チャノン∥著 河出書房新社 238 

ツタンカーメン死後の奇妙な物語 ジョー  マーチャント∥著 文藝春秋 242 

バンヴァードの阿房宮 ポール コリンズ∥著 白水社 280 

バスに乗ってどこまでも かとう  ちあき∥著 双葉社 291 

コルドバ歳時記への旅 太田  尚樹∥文・写真 東海教育研究所 293 

― 社会科学 ― 

『政治学大図鑑』 

ポール ケリー∥ほか著 堀田 義太郎∥日本語版監修 豊島 実和∥訳  

三省堂 分類 311 

孔子、ムハンマド、ルソー、ニーチェ、ハイエク…。 

古代から現代までの政治思想家・政治家と政治思想について、キーとなることばを織り込み

つつ、図版とともにわかりやすく解説する。政治学人名録、用語解説、索引も収録。 

法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 吉田  利宏∥著 ダイヤモンド社 321 

大格差 タイラー  コーエン∥著 ＮＴＴ出版 331 

アジア進出ハンドブック 〔新版〕 三菱東京ＵＦＪ銀行国際業務部∥著 東洋経済新報社 338 

「地元」の文化力 苅谷  剛彦∥編著 河出書房新社 361 

障害年金・生活保護で不安なく暮らす本 房野 和由∥著 ぱる出版 364 

― 自然科学 ― 

図説世界を変えた５０の科学 ピーター  ムーア∥著 原書房 402 

地球科学を知る厳選３３の絶景  ニュートンプレス 450 

ゴキブリ大全 〔新装版〕 デヴィッド ジョージ ゴードン∥著 青土社 486 

鳥の巣 シャーロン  ビールズ∥著 グラフィック社 488 

足をもむだけで体と心が超健康になる！ 市野 さおり∥〔ほか著〕 マキノ出版 492 

医療・看護の資格と仕事 梅方 久仁子∥著 技術評論社 498.1 

和泉市立図書館 新着図書案内 2014 年 11 月号 
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― 技術 ― 

『土木女子！』 

清文社編集部∥編 

清文社 分類 510 

トンネルや高速道路など、土木の現場で働く女性「土木女子」。厳しさは承知で、土木業 

界に夢をもって飛び込んでいった２０人の女性たちの姿を、写真とインタビューで追う。 

建築・交通・まちづくりをつなぐ共生のユニバーサルデザイン 三星 昭宏∥著 学芸出版社 518 

大阪名所図解 綱本  武雄∥画 １４０Ｂ 523 

竹鶴政孝とウイスキー 土屋 守∥著 東京書籍 588 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

大人色のバッグ 〔改訂新版〕  パッチワーク通信社 594.7 

濃厚うま味レシピ 是友 麻希∥著 日東書院本社 596 

とびきりおいしいキッシュとタルト サルボ恭子∥著 学研パブリッシング 596.2 

珈琲飲み 中根  光敏∥著 洛北出版 596.7 

豆皿のある暮らし 遠藤  文香∥著 宝島社 596.9 

医者に行くべきかどうかがわかる本 池谷 敏郎∥著 サンマーク出版 598 

― 産業 － 

コスモスの謎 奥 隆善∥著 誠文堂新光社 627 

井形慶子のイギリス庶民の庭づくり 井形  慶子∥著 辰巳出版 629 

馬の自然誌 Ｊ．Ｅ．チェンバレン∥著 築地書館 645 

ニッポンの和牛  枻出版 648 

外来魚のレシピ 平坂  寛∥著 地人書館 664 

交通事故に遭ったら読む本 ベリーベスト法律事務所∥著 日本実業出版社 681 

― 芸術・スポーツ ー 

『スカイエマ』 

スカイエマ∥〔画〕 

玄光社 分類 726 

書籍の装画を中心に活躍する人気イラストレーター「スカイエマ」のイラストレーションを 

まとめた一冊。スケッチ、インタビュー、ブックデザイナー松昭教との対談等も収録する。 

巨匠の失敗作 岡澤 浩太郎∥著 東京書籍 704 

絵手紙の年賀状 〔２０１５年版〕 絵手紙いずみの会∥編 日貿出版社 724 

剱 志水  哲也∥著 山と溪谷社 748 

リトルスペース 丸林  佐和子∥著・イラスト パルコエンタテインメント事業部 750 

「ビートルズ！」をつくった男 高嶋 弘之∥著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ 760 

― 言語・文学 ― 

〈役割語〉小辞典 金水  敏∥編 研究社 813 

親子で学ぶ英語図鑑 キャロル  ヴォーダマン∥ほか著 創元社 830 

文士あの日あの時 大庭  登∥著 第三文明社 910.2 

シルバー川柳 ４ 全国有料老人ホーム協会∥編 ポプラ社 911.4 
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－ 小説・エッセイ － 

 『プロジェクトぴあの』 

 山本 弘∥著 

 PHP研究所 分類 913.6 

 人気アイドル・グループのメンバーである結城ぴあのは、秋葉原電気街で電子部品を買い 

 漁り、自宅のガレージで一人実験を繰り返す。その目的は「宇宙へ行くこと」で…。『文蔵』 

 連載に加筆・修正し単行本化。 

『天下、なんぼや。』 

吉川  永青∥著  

幻冬舎 分類 913.6 

ひょんなことから「清酒」を発明した鴻池新六の前に、謎の男・半一が現れた。彼は新六が

「ある名将」の忘れ形見であることを知っていた。半一を遣わした徳川家康の思惑とは…。

“脱武士”商人・鴻池新六の血湧き肉躍る一代記。 

阿蘭陀西鶴 朝井  まかて∥著 講談社 913.6 

遥かなる城沼 安住 洋子∥著 小学館 913.6 

清流の宴 石川  渓月∥著 光文社 913.6 

離陸 絲山  秋子∥著 文藝春秋 913.6 

虫娘 井上  荒野∥著 小学館 913.6 

侵入者 折原  一∥著 文藝春秋 913.6 

笹の舟で海をわたる 角田  光代∥著 毎日新聞社 913.6 

レミングスの夏 竹吉  優輔∥著 講談社 913.6 

ストーミー・ガール 田中 啓文∥著 光文社 913.6 

土漠の花 月村  了衛∥著 幻冬舎 913.6 

かぶく 典厩  五郎∥著 毎日新聞社 913.6 

ライツ・オン！ 土橋  章宏∥著 筑摩書房 913.6 

群青のタンデム 長岡  弘樹∥著 角川春樹事務所 913.6 

アポロンの嘲笑 中山  七里∥著 集英社 913.6 

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集 ４０ 西村  京太郎∥著 徳間書店 913.6 

フォルトゥナの瞳 百田  尚樹∥著 新潮社 913.6 

歌舞伎町ダムド 誉田  哲也∥著 中央公論新社 913.6 

カシュトゥンガ 水沢 秋生∥著 祥伝社 913.6 

跳びはねる思考 東田  直樹∥著 イースト・プレス 914.6 

密林の夢 アン  パチェット∥著 早川書房 933 

山の大いなる怒り シャルル＝フェルディナン ラミュ∥著 彩流社 953 

― ビジネス・PC ― 

未来企業 リンダ  グラットン∥著 プレジデント社 BU 336 

就業規則をつくるならこの１冊 〔第５版〕 岡田 良則∥著 自由国民社 BU 336.4 

最新業界地図 〔２０１５年版〕 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 BU 602 

ウォルマートはなぜ、世界最強企業になれたのか ネルソン リクテンスタイン∥著 金曜日 BU 673 

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 
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～ 10月の予約ランキング～ 

１ フォルトゥナの瞳 百田  尚樹∥著 

２ マスカレード・イブ 東野  圭吾∥著 

３ アイネクライネナハトムジーク 伊坂  幸太郎∥著 

４ 土漠の花 月村  了衛∥著 

５ 明日の子供たち 有川  浩∥著 

５ 後妻業 黒川  博行∥著 

６ 笹の舟で海をわたる 角田  光代∥著 

６ 歌舞伎町ダムド 誉田  哲也∥著 

７ 荒神 宮部  みゆき∥著 

８ Ｎのために 湊 かなえ∥著 

９ エヴリシング・フロウズ 津村  記久子∥著 

10 鹿の王 上・下 上橋  菜穂子∥著 

― 文庫・新書 － 

これは使える！「○○の単位」事典 グループＳＫＩＴ∥編著 ＰＨＰ研究所 M 420 

キング誕生 石田  衣良∥著 文藝春秋 M 913.6 

「泣き虫同心」事件帖 谺  雄一郎∥著 ＰＨＰ研究所 M 913.6 

かぼちゃ小町 和田 はつ子∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

さよなら、ブラックハウス ピーター メイ∥著 早川書房 M 933 

哲学の使い方 鷲田 清一∥著 岩波書店 S 104 

はじめて読む聖書 田川 建三∥ほか著 新潮社 S 193 

韓国人による沈韓論 シンシアリー∥著 扶桑社 S 302.2 

日本の海洋資源 佐々木 剛∥著 祥伝社 S 558 

― YA ― 

大人でも答えられない！宇宙のしつもん 荒舠 良孝∥著 すばる舎 Y 440 

文学少年と運命の書 渡辺  仙州∥作 ポプラ社 Y 913 

サマーと幸運の小麦畑 シンシア  カドハタ∥著 作品社 Y 913 

― ＤＶＤ・ＣＤ （一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！）― 

ある日突然に… 塚田 哲也∥監督 オールインエンタテインメント DV 1 

アイアンマン ３ SHANE BLACK∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 2 

誮でもできるはじめてのお遍路  ミュージアムピクチャーズ DV 6 

こどものためのおしごと図鑑 〔Ｖｏｌ．１〕  ＮＨＫエンタープライズ(発売) DV 6 

マイ・ファースト・ディズニー  ａｖｅｘ CD 0 

ジャズ・イズ・ユニヴァーサル ｹﾆｰ･ｸﾗｰｸ∥ds ワーナーミュージック・ジャパン CD 2 

ノラ・ジョーンズ ﾉﾗ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ∥歌 ユニバーサルミュージック CD 3 

わが青春の校歌、寮歌、応援歌 ﾎﾞﾆｰｼﾞｬｯｸｽ∥ほか歌 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9 

図書館員のオススメ本 

『おいで、一緒に行こう』 

森 絵都∥著 文藝春秋 

「まだ生きている命をあきらめきれない。」

２０１１年、原発事故のため立入禁止区域に

なった町に、残されたペットを救出に行く人

たちがいた。森絵都たち取材組が２０キロ圏

内で見た原発事故後のフクシマの現実が写

真とともに綴られている。保護した後は里

親、飼い主探しに奔走する。ボランティア、

ペットたちが安らげる日は来るのだろうか。 
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  坊っちゃん文学賞 

 

松山市制１００周年を記念して、夏目漱石の代

表作『坊ちゃん』にちなんで賞を創設、新しいタ

イプの小説を全国から募集しています。若手作家

の登龍門となるように全国水準の文学賞を目指す

ことにより、松山の文化的イメージを形成・強化

を目的としています。 

受賞作には敷村良子作『がんばっていきまっし

ょい』など。また、受賞作品は雑誌『クウネル』

誌上に掲載される予定です。 

参考『最新文学賞事典 ２００９－２０１３』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday!! 

マーク・トウェイン (11月 30日)  

本名 サミュエル・ラングホーン・クレメンズ。 

日本では『トム・ソーヤの冒険』などで広く親しま

れているが、彼は単に少年冒険小説の作者ではなく

19世紀アメリカ・リアリズム文学を代表する本格派

の小説家として高い評価を受けている。ハレー彗星

と共にこの世に生まれたトウェインは、この彗星の

再出現とともに世を去ると自ら予言していたが、そ

の予言通り夜空にハレ―彗星が異様な光を放ち始め

た 1910年 4月 21日の夜、最期の息を引き取った。 

参考『集英社世界文学大事典 ３』 

    他の 11 月生まれの作家さん(敬称略) 

西原理恵子 (1 日)  リリー・フランキー (4 日) 
佐藤多佳子 (16 日) 沢木耕太郎（29 日) 

 

 

 

■和泉図書館・シティプラザ図書館共通 

Ｑ：本のリクエストの仕方がわからない 。 
Ａ：図書館をご利用いただき有難うございます。 

本のリクエストの方法についてですが、来館された場合は館内記載台に「予約（リクエスト）カード」がござ
いますので、そちらにご記入いただき、図書館スタッフにお渡しください。また、お電話でのご予約も承って
おります。しかしながら、発売前の図書・雑誌、コミックのリクエストや取り置き、CD・DVDの購入リクエ
スト、また、広域カードをご利用の方は、受付をしておりませんのでご了承ください。 
市内の図書館に所蔵していない本も他市の図書館から借りるなどし、できるだけご要望にお応えしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお声掛けください。 

Ｑ：新しい本が少ない。新刊本を多く入れて欲しい。 
古い本が多いようです。新しい本の入荷も希望します。 

Ａ：ご不便をおかけして申し訳ございません。 
図書館では限られた予算内で可能な限り幅広い分野を購入しており、平成２５年度では、和泉図書館・シティ
プラザ図書館合わせて、年間約 12,300 冊購入いたしました。しかしながら、ベストセラーや人気の新刊本な
どは予約される方が多く、館内に無い状態が続くため、利用者様がなかなか手にすることが出来ない場合がご
ざいます。新刊本でご希望の本が見当たらない場合は、恐れ入りますが予約リクエストにて対応させていただ
きますのでお気軽にスタッフまでお声掛け下さい。 
お手数をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。  

 
 

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２回） 
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平成２６年度１１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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