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立  

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 

 

１日（木）２日（金）

３日（土）９日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 

１日（木）２日(金) 

３日（土）16日(金) 

１日（木） ２日（金）

３日（土） ５日(月) 

12日(月) 19日(月) 

26日(月） 30日（金） 

１日（木） ２日（金）

３日（土）５日(月) 

13日(火) 19日(月) 

26日(月） 

日時：平成 27 年 2 月 11 日(水・祝) 
時間：午後 1 時～3 時 
場所：和泉市立和泉図書館集会室１・２ 
対象：中高生・大学生（和泉市在住・在学優先） 
定員：80 人 ※応募多数の場合は抽選 
申込：往復はがきもしくは E-mail にて、 

住所・氏名（学校・学年）・連絡先を明記の上、送付 
※ハガキは 1 枚につき 1 名のみ（連名不可）、1 月 25 日（日）必着 

 

【申込・問い合わせ先】  
〒５９４－００７１ 和泉市府中町一丁目２０番１号 フチュール和泉３Ｆ 
和泉市立和泉図書館 読書振興課（「中村佑介氏講演会」と明記） 
電話（０７２５）４４－８６８７／e-mail：ｂook＠city.osaka-izumi.lg.jp  

新年あけましておめでとうございます！ 
 

昨年は和泉市立図書館をご利用いただき、誠にありがとうございました。 

今年もスタッフ一同、みなさまのお力になれますよう力を合わせてまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 Junuary

 

中村佑介氏講演会開催！ 
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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：1月 8 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！ 

絵本のキャラクター作り  
からすのぱんやさんを一緒に作ろう！ 

日時：2月 7 日(土) ・8日（日）10：00～12：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ 4階洋裁室 
定員：12人※保育には人数の制限がありますのでお問い

合わせください。 
費用：700円（当日徴収）  
持物：裁縫用具（針・はさみ）白糸・黒糸 
申込： 1月 9日（金）10:00～ 
にじのとしょかんカウンター・お電話で受付 

 
えほん作家 中川洋典さんと 

いっしょにみんなでつくろう 希望の旗！ 
日時：2月 22日(日)13:00～15:00 
場所：ゆう・ゆうプラザ １階大会議室 
定員：１００人 持物：絵具・クレパス・マーカーなど 
申込：１月１０日（土）10：00～ 

にじのとしょかんカウンター・お電話で受付 
※汚れてもいい服装でお越しください。 

にじのとしょかん 

 

 

おはなし会 
日時：1月 10日(土) 11:00 ～ 11:30 
内容：「わらう」 

おやまのがっこう 
日時：1月 18日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「ひつじ」 
どちらも南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

 

１ 木  16 金 ○休 プ 

２ 金  17 土  

３ 土  18 日   

４ 日  19 月 ○休 に、南       

５ 月           ○休に、南 20 火  

６ 火  21 水  

７ 水  22 木  

８ 木  23 金  

９ 金 ○休 和 24 土   

10 土  25 日   

11 日         26 月 ○休 に、南 

12 月 ○休 に 27 火  

13 火 ○休 南 28 水  

14 水  29 木  

15 木  30 金 ○休 に 

   31 土  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館１月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「星の王子ニューヨークへ行く」 

シティプラザ図書館 こどものための映画会「おさるのジョージ」（10 日）です。     

こどもまつり 午後３時～４時  

 (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  

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 (8 日) ・おはなし会 (17 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３時半 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） 

南部ＲＣ図書室 

全館  

年末年始休館  

(12/29～1/3) 

★
初
貸
袋
（
和
） 

★しんねん

こども 

かるた会

（プ） 
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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 ― 

『ちょっとした気づかいがあなたの人生を変える』 

森本 早苗∥著 

アスコム 分類 159 

気づかい上手な人と気づかい下手な人には、どんな差があるのか？ 心の温かさまでが伝わっ

てくる、本当の気づかいとはどんなものか？ 

カリスマポーラレディが、大人なら知っておきたい４０の気づかいの心得を教える。 

独学でよかった 佐藤  忠男∥著 中日映画社 019 

なんで水には色がないの？ 五百田  達成∥著 文響社 049 

生と死をめぐる断想 岸本  葉子∥著 中央公論新社 114 

きょうだい型人間学 磯崎 三喜年∥著 河出書房新社 141 

国分寺を歩く かみゆ歴史編集部∥編 イカロス出版 185 

― 歴史・地理 ― 

地勢と統計から解き明かす！あなたの知らない日本史  辰巳出版 210 

天皇と鬼 関  裕二∥著 悟空出版 210.3 

丸亀ドイツ兵捕虜収容所物語 高橋 輝和∥編著 えにし書房 210.6 

沖縄の水中文化遺産 单西諸島水中文化遺産研究会∥編 ボーダーインク 219 

アジア再興 パンカジ ミシュラ∥著 白水社 220 

二人のマンデラ ジョン  カーリン∥著 潮出版社 289 

世界の城塞都市 千田 嘉博∥監修 開発社 290 

東京ディズニーランド＆シー裏技ハンディガイド 〔２０１５年版〕 ＴＤＬ＆ＴＤＳ裏技調査隊∥編 廣済堂出版 291 

 社会科学 ― 

『大人のための妖怪と鬼の昔ばなし』   

綜合図書  分類 388 

大人になった今だからこそ、もう一度読みたい昔話。日本の昔話を「鬼」の姿を通して読み直

し、意外な事実を浮かび上がらせる。 

ほか、昔話と歴史の基礎知識、昔話で描かれるさまざまな異界、昔話キャラ＆妖怪図鑑を収録

する。 

この世の欺瞞 金 美齢∥著 ＰＨＰ研究所 304 

日本の勝機 櫻井 よしこ∥著 産経新聞出版 319 

古代の女性官僚 伊集院  葉子∥著 吉川弘文館 322 

年収３００万円からのふるさと納税 森永 卓郎∥著 ぱる出版 345 

社会不満足 乙武  洋匡∥著 中央法規出版 360 

図解介護保険の改正早わかりガイド 〔２０１５年度〕 井戸  美枝∥著 日本実業出版社 364 

精神保健福祉士まるごとガイド 〔改訂版〕 日本精神保健福祉士協会∥監修 ミネルヴァ書房 369.2 

日本人の「食」、その知恵としきたり 永山  久夫∥監修 海竜社 383 

葬儀・墓地のトラブル相談Ｑ＆Ａ 長谷川 正浩∥編 民事法研究会 385 

和泉市立図書館 新着図書案内 2015年 1月号 
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― 自然科学 ― 

タケ・ササ総図典 内村  悦三∥著 創森社 479 

日本のクマゲラ 藤井  忠志∥著 北海道大学出版会 488 

経絡・ツボの基本 森 英俊∥監修 マイナビ 490 

いまさらですが、無頼派宣言。 海堂  尊∥著 宝島社 491 

順天堂医院のおいしい肝臓病レシピ 渡辺 純夫∥監修 主婦の友社 493.4 

がんより怖いがん治療 近藤 誠∥著 小学館 494 

― 技術 ― 

自然資本経営のすすめ 谷口 正次∥著 東洋経済新報社 519 

安藤忠雄ザ・ベスト  マガジンハウス 523 

渡辺篤史の建もの探訪ＢＯＯＫ 〔２５周年スペシャル版〕  朝日新聞出版 527 

日本の旅客機ＬＥＧＥＮＤ  イカロス出版 538 

テスターの使い方完全マスター 高崎 和之∥監修 ナツメ社 541 

粉体の科学 内藤  牧男∥著 日刊工業新聞社 571 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

『そぼろのおとぼけぬいぐるみ』 

そぼろ∥著 

誠文堂新光社  分類 594 

自分の好きな布と糸で、世界でたった一つのぬいぐるみを作ってみませんか？  コアラ、ウ

サギ、ハリネズミ、フラミンゴなど、人形作家そぼろのおとぼけぬいぐるみたちの作り方を

紹介します。型紙も掲載。 

パターンマジック 〔ｖｏｌ．３〕 中道  友子∥著 文化学園文化出版局 593 

かんたん作りおきおかず２３０ 吉田 瑞子∥著 学研パブリッシング 596 

手作り燻製ハンドブック 燻製道士∥著 世界文化社 596.3 

山グルメ 小雀  陣二∥著 枻出版社 596.4 

もっと！ぼくのおやつ ぼく∥著 ワニブックス 596.6 

トコちゃん誌上助産院へいらっしゃい！ 渡部 信子∥監修 主婦の友社 598 

― 産業 － 

オーガニックラベルの裏側 クレメンス  Ｇ．アルヴァイ∥著 春秋社 611 

図解でよくわかる植物工場のきほん 古在  豊樹∥監修 誠文堂新光社 615 

現代和風の庭  ブティック社 629 

地図と写真から見える！日本の街道歴史を巡る！ 街道めぐりの会∥編著 西東社 682 

阪急電鉄昭和の記憶 中西 進一郎∥著 彩流社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

おやすみなさいダース・ヴェイダー ジェフリー ブラウン∥作 辰巳出版 726 

美しい曲線の幾何学模様 リサ  デロング∥著 創元社 727 

金澤翔子の世界 大川原 有重∥監修 平凡社 728 

消しゴムはんこ大全集  ブティック社 736 

おりがみ指人形オリパペ フチモト  ムネジ∥著 エムディエヌコーポレーション 754 

詰将棋一丁目三番地 森 信雄∥著 実業之日本社 796 
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― 言語・文学 ― 

産業翻訳パーフェクトガイド 〔最新版〕  イカロス出版 801 

日本の大和言葉を美しく話す 高橋  こうじ∥文 東邦出版 810 

漢検漢字辞典 〔第２版〕 日本漢字能力検定協会∥編 日本漢字能力検定協会 813 

辞書には載らなかった不採用語辞典 飯間  浩明∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 814 

ジョークとトリビアで絶対忘れない！使える英会話 牧野 高吉∥著 主婦の友インフォス情報社 837 

悼む詩 谷川  俊太郎∥詩 東洋出版 911.5 

－ 小説・エッセイ － 

『密室館殺人事件』 

市川 哲也∥著  

東京創元社 分類 913.6 

屋敷啓次郎に心酔するミステリ作家・拝島登美恵が密室館に監禁した、蜜柑花子ら男女８名。

館内で起こる殺人のトリックを論理的に解くことができれば解放される、と拝島は言うが果

たして？「名探偵の証明」シリーズ第２作。 

『決戦！関ケ原』 

 伊東  潤、吉川  永青、天野  純希、上田  秀人、矢野  隆、冲方  丁、葉室  麟∥著 

講談社 分類 913.6 

慶長５年９月１５日。天下分け目の大勝負、関ケ原の戦いが勃発。乱世を終わらせる運命を

背負ったのは、どの男だったのか－。伊東潤、吉川永青、天野純希ら７人の作家が「関ケ原」

を描く。 

放課後に死者は戻る 秋吉 理香子∥著 双葉社 913.6 

地図とスイッチ 朝倉  かすみ∥著 実業之日本社 913.6 

未来へ… 新井  素子∥著 角川春樹事務所 913.6 

Ｋ体掌説 九 星鳴∥著 文藝春秋 913.6 

おんなのかぶ 沖田 修一∥著 大和書房 913.6 

はるかにてらせ 栗林 佐知∥著 未知谷 913.6 

だれの息子でもない 神林  長平∥著 講談社 913.6 

事件の根底 北岡  升雄∥著 東洋出版 913.6 

岳飛伝 〔１１〕 北方  謙三∥著 集英社 913.6 

暗黒寓話集 島田 雅彦∥著 文藝春秋 913.6 

つちくれさん 仁木 英之∥著 朝日新聞出版 913.6 

認知の母にキッスされ ねじめ  正一∥著 中央公論新社 913.6 

舎人の部屋 花村  萬月∥著 双葉社 913.6 

現代罪悪集 藤谷  治∥著 河出書房新社 913.6 

空の走者たち 増山 実∥著 角川春樹事務所 913.6 

森女と一休 町田 宗鳳∥著 講談社 913.6 

未来の記憶は蘭のなかで作られる 星野 智幸∥著 岩波書店 914.6 

最後の１分 エレナー  アップデール∥著 東京創元社 933 

カウントダウン・シティ ベン Ｈ．ウィンタース∥著 早川書房 933 

ベルリンに一人死す ハンス  ファラダ∥著 みすず書房 943 
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～ 1２月の予約ランキング～ 

１ ナオミとカナコ 奥田  英朗∥著 

２ 殉愛 百田  尚樹∥著 

３ キャロリング 有川  浩∥著 

４ インデックス 誉田  哲也∥著 

５ 満願 米澤  穂信∥著 

６ 後妻業 黒川  博行∥著 

７ みんなの少年探偵団 万城目  学∥著 

８ フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー  Ｌ．スコット∥著 

９ 死に支度 瀬戸内  寂聴∥著 

 新友禅の謎 佐伯  泰英∥著 

 その女アレックス ピエール ルメートル∥著 

― ビジネス・PC   － 

林修の仕事原論 林  修∥著 青春出版社 BU 159.4 

ニコニコ哲学 川上 量生∥著 日経ＢＰ社 BU 335.1 

交渉は創造である マイケル  ウィーラー∥著 文藝春秋 BU 336.4 

図解一番はじめに読む時価・減損会計の本 小澤 善哉∥著 東洋経済新報社 BU 336.9 

３０代４０代のための転職完璧（パーフェクト）ガイド 中谷 充宏∥著 秀和システム BU 366 

入門Ｃ言語 筧  捷彦∥監修 執筆 実教出版 PC 007 

東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか？」 松尾 豊∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ PC 007 

シニアが使いやすいウェブサイトの基本ルール グラフィック社編集部∥編 グラフィック社 PC 547 

ＰＣ自作・チューンナップ虎の巻 〔２０１５〕  インプレス PC 548 

― 文庫・新書 ― 

相棒 〔ｓｅａｓｏｎ１２中〕 輿水  泰弘∥ほか脚本 朝日新聞出版 M 913.6 

鬼が笑う 小松  エメル∥著 ポプラ社 M 913.6 

付添い屋・六平太 〔３〕 金子 成人∥著 小学館 M 913.6 

折鶴舞う 鳥羽 亮∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

からくさ図書館来客簿 〔第３集〕 仲町  六絵∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

ヴァイオリン職人と天才演奏家の秘密 ポール アダム∥著 東京創元社 M 933 

居酒屋を極める 太田  和彦∥著 新潮社 S 673 

内側から見たテレビ 水島 宏明∥著 朝日新聞出版 S 699 

山の名作読み歩き 大森 久雄∥編 山と溪谷社 S 786 

－ YA － 

友だちは永遠じゃない 森  真一∥著 筑摩書房 Y 361 

花束 小林  深雪∥著 講談社 Y 913 

オリンポスの神々と７人の英雄 シーズン２ 〔４〕 リック リオーダン∥作 ほるぷ出版 Y 933 

図書館員のオススメ本 

『トラブルなう』 
 

久田  将義∥著 ミリオン出版 

アンダーグラウンド雑誌「実話ナックルズ」

の元編集長がさまざまな団体からの抗議やク

レームをどう対処したかという内容。各エピ

ソードの終わりには必ず反省点があるのです

が、これが参考になるような、ならないよう

な。でも誠実さを見せることが大事と教えて

くれます。情に厚く体当たりで対応する編集

長が面白いです。 
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七福神 

福徳を招くとされる七人の神。 
恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・寿老人・ 

福禄寿・布袋の七神を指します。 

この七神に固定されたのは江戸初期のことであ

りました。それ以前は、福禄寿と寿老人は同体異

名とされ、吉祥天や猩々などが編入されていた時

代もあります。 

七という数は、中国の「竹林の七賢人」にならっ

たとも、『仁王経』の「七難即滅、七福即生」に

由来するともいわれています。 

参考：『日本神さま事典』 

   『日本の神々神徳・由来事典』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday!! 

森見登美彦(1月 6日) 

1979（昭和 54）年、奈良県生まれ。京都大学農

学部大学院修士課程修了。2003（平成 15）年、『太

陽の塔』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、

作家デビュー。国立国会図書館職員との兼業作家

として執筆活動を続けていたが、現在は退職して

いる。2007 年、『夜は短し歩けよ乙女』で山本周

五郎賞を受賞。著作に『四畳半神話大系』『新釈 走

れメロス他四篇』『有頂天家族』などの作品がある。 

参考『新潮社公式ＨＰhttp://www.shinchosha.co.jp/writer/3047/』 

    他の 1 月生まれの作家さん(敬称略) 

夢枕獏 (1 日)   村上春樹    (12 日) 
森鴎外 (19 日)  せなけいこ  (30 日) 

 

 

 

■和泉図書館・シティプラザ図書館共通 

 
Ｑ：利用されている方のマナー向上を啓発してほしい。（一度に新刊雑誌や新聞などを複数取り込んでいる）  
Ａ：いつもご利用ありがとうございます。図書館でのマナーに関しては、図書館カード新規登録時に図書館マ
ナーブックをお渡ししています。また、館内にマナーについてのポスターや掲示をはじめ、フロアの巡回スタ
ッフを配置しお声掛けするなど、より良い閲覧環境のため、日々啓発に努めております。 
また、新刊雑誌・新聞の館内利用については、おひとり様１部とさせていただいており、これについてもご協
力いただきますよう館内放送を行い、新聞架に「譲り合ってご利用ください」の看板を設置しております。加
えて新刊雑誌のカバーには「雑誌の最新号の閲覧はおひとり 1 冊でお願いします。」の表示や、利用者の皆様
にルールとマナーをお守り頂けるようお声掛けするなどして、日々努力しておりますが、なかなかご協力いた
だけない方がいらっしゃるのも事実です。ご不便をおかけいたしますが、今後ともマナー向上に向け、啓発の
努力を継続いたしますので、なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。 
 
Q：子供が騒いでいてうるさい。もっと注意してほしい。 
A：ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。スタッフが館内巡回を行い、大きな声を発したり、
館内を走ったりしているお子様には「なぜいけないのか」を分かってもらえるようにお声掛けをしております。
お気づきの点がございましたら、お近くのスタッフまでお申し付けください。 
 

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４回） 
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平成２６年度１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。 

21

14

 

29 

22

7 7 

22 21

 1

15 

28 28 27 2766


