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今月のお休み 
和泉図書館 

13日(金) 14日(土) 

15日(日) 16日(月) 

17日(火) 18日(水) 

19日(木) 

シティプラザ図書館 

 
20日(金) 21日(土) 

22日(日) 23日(月) 

24日(火) 25日(水) 

にじのとしょかん 

 ２日(月) ９日(月) 

16日(月)23日(月）

26日(木)27日(金) 

28日(土) 

南部リージョン 

センター図書室 

 ２日(月) ６日(金) 

９日(月) 16日(月) 

23日(月) 

 

蔵書点検に伴う図書館休館のお知らせ 

蔵書点検のため、各館下記期間中は休館とさせていただきます。 

休館中は貸出延長や予約等の受付もできなくなりますので、 

希望される方は開館中の市内の図書館でお願いいたします。 

また、蔵書点検期間中の図書館に返却された本は、 

点検が終わるまで返却処理が行われませんのでご注意ください。 

和泉図書館          ２月１３日（金）～２月１９日（木） 

シティプラザ図書館      ２月２０日（金）～２月２５日（水） 

にじのとしょかん       ２月２６日（木）～３月  ２日（月） 

南部リージョンセンター図書室 ３月  ２日（月）～３月  ６日（金） 

 

 

「ルルとララ」「なんでも魔女商会」の作者 

あんびる やすこ先生に、本ができあがるまでの 

“とっておきのおはなし”をこっそりきいちゃおう！ 

日にち：平成 27 年３月 21 日（土・祝） 

じかん：午後１時 30 分～２時 30 分 

ばしょ：和泉市立和泉図書館集会室１・２ 

対象及び定員：小学生の親子 50 組（子どものみの参加可） 

申込み：往復はがきもしくは E-mail にて、住所・参加者全員の氏名（子どもは学年も）・

連絡先を明記の上、下記宛てに送付 ※ハガキは１枚につき１組のみ 

（平成 27 年３月３日（火）必着）※和泉市在住優先。応募者多数の場合は抽選。 

 
 

 

あんびる やすこ先生 講演会 
 

 
February 

 

【申込・問合せ先】 〒594-0071 和泉市府中町一丁目２０番１号 
和泉市立和泉図書館 読書振興課（「あんびるやすこ先生講演会」と明記） 

電話(0725)44-8687／E-mail：book@city.osaka-izumi.lg.jp 

※にじ・南部は月曜休館日を含みます。 
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 書庫の日 
日時：２月 20日(金) 14：00～15：00 
場所：にじのとしょかん ４階 書庫 
申込はいりません。直接、書庫までお越しください。 

大人のためのおはなし会 
日時：３月 18日(水) 14：00～15：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ ５階 和室（小） 
定員：20名 
申込：２月 10日（火）10:00～ 
 にじのとしょかんカウンター・電話 

でっかいクジラがやってきた！ 
日時：３月 22日（日）13：00～15：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ１階 大会議室 
内容：ミロコマチコさんと海をつくります 
定員：100人（対象年齢･･･３歳以上） 
申込：２月 10日（火）10:00～ 
 にじのとしょかんカウンター・電話 

にじのとしょかん 

 

１ 日  15 日  

２ 月 ○休 に、南 16 月     ○休に、南 

３ 火  17 火   

４ 水  18 水        

５ 木  19 木  

６ 金 ○休 南 20 金  

７ 土  21 土  

８ 日  22 日   

９ 月 ○休 に、南 23 月 ○休 に、南 

10 火  24 火  

11 水        25 水   

12 木  26 木  

13 金  27 金   

14 土  28 土  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館２月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「アイス・エイジ 2」 

シティプラザ図書館みんなでシネマ「ホリデイ」（１日） 

みんなでシネマ「華麗なるギャツビー」（15日）です。     

 

 

おはなし会 

日時：２月 14日(土) 11:00～11:30 
内容：「おくりもの」 

おやまのがっこう 

日時：２月 22日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：折紙「ねこのゆびにんぎょう」 
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 

見つけよう！あなたに合った食と健康法 

～食から見直す 本当に効果のあるダイエット～ 

日時：２月 28日(土) 14：00～15：30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容：食養指導士による、食にまつわる新常識やアレ

ルギー対策、効果的なダイエット法を伝授！ 

講師：谷尾 敦子さん 

(NPO法人日本綜合医学会 食養指導士) 

定員：60名 

申込：２月 10日(火) 10：00～ 

 和泉図書館カウンター・電話 

和泉図書館 

和
泉
図
書
館
蔵
書
点
検 

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 

おりがみ教室 午後２時半～４時  

(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  

(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 

(和)映画会 午後１時半～ 集会室１・２ 

(プ)みんなでシネマ  

午後１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 

（に：にじのとしょかん、南：南部 RC 図書室） 

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
図
書
館
蔵
書
点
検 

に
じ
蔵
書
点
検 ★むかしあそび 

をしよう(プ) 

 

 

むかしあそびをしよう 

日時：２月 14日(土) 14:00～14:30 
場所：シティプラザ図書館 おはなし室 
内容：「コマまわし」 

申込不要 

シティプラザ図書館 
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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 ― 

『猫本屋はじめました』 

大久保  京∥著  

洋泉社 分類 024 

猫に関する本のみを扱う、日本で最初の猫本専門店「書肆吾輩堂」店主が、自身の猫狂い 

歴、吾輩堂の開業と逡巡の日々、お薦めの猫本などについて綴る。金井美恵子らとの座談 

会、横尾忠則との対談も収録。 

書物の夢、印刷の旅 ラウラ  レプリ∥著 青土社 023 

ギネス世界記録外伝 Ｇｕｉｎｎｅｓｓ  Ｗｏｒｌｄ  Ｒｅｃｏｒｄｓ  Ｌｔｄ．∥編 ゴマブックス 031 

男脳と女脳 茂木 健一郎∥著 総合法令出版 143 

熊野三山 Ｋａｎｋａｎ∥写真 ＪＴＢパブリッシング 175 

仏事Ｑ＆Ａ 前田 壽雄∥著 国書刊行会 188 

― 歴史・地理 ― 

文明開化は長崎から〔上・下〕 広瀬 隆∥著 集英社 210.5 

江戸の開府と土木技術 江戸遺跡研究会∥編 吉川弘文館 213 

チベットに舞う日本刀 楊  海英∥著 文藝春秋 222 

地獄の歴史〔新装版〕 アリス  Ｋ．ターナー∥著 法政大学出版局 230 

クリエーターのための人名ネーミング辞典 学研辞典編集部∥編 学研教育出版 280 

日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族 深谷 敏雄∥著 集英社 289 

堺・岸和田・泉佐野とっておきの上等なランチ ストア∥著 メイツ出版 291 

― 社会科学 ― 

イギリスから見れば日本は桃源郷に一番近い国 信夫  梨花∥著 主婦の友インフォス情報社 302.3 

懸け橋（ブリッジ）〔上・下〕 デイヴィッド レムニック∥著 白水社 312 

「最高の離婚」のつくりかた 岡野 あつこ∥編著 自由国民社 324 

図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告の本〔１５年版〕 千代田パートナーズ会計事務所∥監修 成美堂出版 345 

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経ＤＵＡＬ∥編 日経ＢＰ社 366 

ゆったり遊びじっくり遊び 寺西  恵里子∥著 ひかりのくに 376 

墓じまいのススメ 八城 勝彦∥著 廣済堂出版 385 

― 自然科学 ― 

これだけ！物理数学 潮 秀樹∥著 秀和システム 421 

オン・ザ・マップ サイモン  ガーフィールド∥著 太田出版 448 

土地の「未来」は地形でわかる 渡辺 満久∥著 日経ＢＰ社 455 

謎の絶滅生物１００ 川崎  悟司∥著 廣済堂出版 457 

雑草・野草の暮らしがわかる図鑑〔最新版〕 岩槻 秀明∥著 秀和システム 470 

水族館日記 鈴木 克美∥著 東海大学出版部 480 

リハビリ患者を支える人のための本 岡崎 あや∥著 同文舘出版 494 

ココナッツオイルが効く！ オーガスト ハーゲスハイマー∥著 主婦と生活社 498.5 

和泉市立図書館 新着図書案内 2015年 2月号 
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― 技術 ― 

高層建築が一番わかる 五十嵐 太郎∥著 技術評論社 526 

間違いだらけのクルマ選び〔２０１５年版〕 徳大寺 有恒∥著 草思社 537 

惑星探査入門 寺薗 淳也∥著 朝日新聞出版 538 

サントリー対キリン 永井  隆∥著 日本経済新聞出版社 588 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

どうする定年 日経ヴェリタス編集部∥著 集英社 591 

エプロン全書  ブティック社 593.3 

料理のきほんおさらい帳 岩崎 啓子∥著 学研パブリッシング 596 

和食のぱんのつくりかた 濱田  豊∥著 サンマーク出版 596.6 

― 産業 － 

シティ・ファーマー ジェニファー  コックラル＝キング∥著 白水社 611 

二十四節気で楽しむ庭仕事 ひきちガーデンサービス∥著 築地書館 629 

特撰森林鉄道情景 西  裕之∥著 講談社 656 

徹底解剖！東京駅１００年  ＪＴＢパブリッシング 686 

世界で一番美しい空港  エクスナレッジ 687 

Ａｎｄｒｏｉｄ Ｓｔｕｄｉｏではじめる簡単Ａｎｄｒｏｉｄアプリ開発 有山 圭二∥著 技術評論社 694 

― 芸術・スポーツ ー 

明日がちょっと幸せになるお地蔵さまのことば 吉田  さらさ∥文  写真 ディスカヴァー・トゥエンティワン 718 

スクラップブッキングの基礎ＢＯＯＫ〔増補新版〕 久米 英美子∥監修 パッチワーク通信社 744 

美麗廃墟 Ｊｏｒｄｙ Ｍｅｏｗ∥撮影 エムディエヌコーポレーション 748 

かさねて楽しむ万華鏡切り紙 佐藤 蕗野∥著 誠文堂新光社 754 

まるごとアコーディオンの本 三浦 みゆき∥著 青弓社 763 

もっと登れる山の食料計画 芳須 勲∥著 山と溪谷社 786 

茶のこころを世界へ 千  玄室∥著 ＰＨＰ研究所 791 

― 言語・文学 ― 

『見る・知る・味わう「百人一首」手帖』 

吉海 直人∥監修 

ナツメ社 分類 911.1 

百人一首を美しいかるたとともに手軽に味わえる本。江戸時代前期に作られた、肉筆の「百人

一首かるた」（時雨殿所蔵）をカラーで掲載し、歌の意味や作者などを紹介する。当時の貴族

の生活様式や生き方も説明。 

どんな論文でも書けてしまう技術 鷲田 小彌太∥著 言視舎 816 

日本人の英語はなぜ間違うのか？ マーク  ピーターセン∥著 集英社インターナショナル 836 

日本の作家  名表現辞典 中村  明∥著 岩波書店 910.2 

超辛口先生の赤ペン俳句教室 夏井 いつき∥著 朝日出版社 911.3 

― YA ― 

「研究室」に行ってみた。 川端 裕人∥著 筑摩書房 Y 402 

ゆめみの駅遺失物係 安東 みきえ∥著 ポプラ社 Y 913 

死神うどんカフェ１号店〔３杯目〕 石川 宏千花∥著 講談社 Y 913 
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－ 小説・エッセイ － 

『てのひら』 

谷津 矢車∥著  

学研パブリッシング 分類 913.6 

吉田松陰によって、出会う前からおたがいの存在を意識した文と伊之助。しかし、伊之助

の祝言の相手は文の姉、そして松陰が文の相手に選んだのは弟子の久坂玄瑞だった。２人 

は松陰、玄瑞の死を乗り越え、再び惹かれあっていく。 

『５人のジュンコ』 

真梨  幸子∥著  

徳間書店 分類 913.6 

連続結婚詐欺＆丌審死事件の容疑者・佐竹純子。親友だった女、被害者の家族、事件を追う

ジャーナリストのアシスタント…。彼女たちは同じ名前だったがゆえ、悪意の渦に巻き込ま

れる。『読楽』連載を加筆訂正して単行本化。 

御松茸騒動 朝井 まかて∥著 徳間書店 913.6 

逢魔が山 犬飼 六岐∥著 光文社 913.6 

しょっぱい夕陽 神田 茜∥著 講談社 913.6 

マル暴甘糟 今野  敏∥著 実業之日本社 913.6 

風のベーコンサンド 柴田 よしき∥著 文藝春秋 913.6 

玩物双紙 新城 カズマ∥著 双葉社 913.6 

夢の旅 たむら しげる∥著 静山社 913.6 

通り魔 嶽本 野ばら∥著 小学館 913.6 

拝啓彼方からあなたへ 谷 瑞恵∥著 集英社 913.6 

県営カジノを立て直せ！ 長野  慶太∥著 小学館 913.6 

教団Ｘ 中村 文則∥著 集英社 913.6 

全員少年探偵団 藤谷  治∥著 ポプラ社 913.6 

花野に眠る 森谷 明子∥著 東京創元社 913.6 

ダナスの幻影 吉川 英梨∥著 朝日新聞出版 913.6 

東京ブラックアウト 若杉 冽∥著 講談社 913.6 

この人たちについての１４万字ちょっと 重松 清∥著 扶桑社 914.6 

忘れてはいけないことを、書きつけました。 山本  ふみこ∥著 清流出版 914.6 

１３番目の贈りもの ジョアン  フイスト  スミス∥著 東洋出版 936 

マジカル・モーメント パウロ コエーリョ∥著 ダイヤモンド社 969 

― ビジネス・PC   － 

力の抜きどころ 古川 武士∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン BU 159.4 

デスクワーク整理術 オダギリ 展子∥著 三笠書房 BU 336.5 

ＩＳＯ１４００１が機能しない本当の理由 川中  三四郎∥著 日経ＢＰ社 BU 519 

テーマで学ぶ広告コピー事典 グラフィック社編集部∥編 グラフィック社 BU 674 

Ｍａｃ ＯＳ Ⅹ Ｙｏｓｅｍｉｔｅ知りたいことがズバッとわかる本 Ｍａｃ愛好会∥著 翔泳社 PC 007 

できるゼロからはじめるワード超入門 井上 香緒里∥著 インプレス PC 007 

インフラエンジニア教本  技術評論社 PC 547 



 

6 

～ 1月の予約ランキング～ 

1 サラバ！〔上・下〕 西  加奈子∥著 

2 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 

2 失意ノ方 佐伯  泰英∥著 

3 満願 米澤  穂信∥著 

4 キャロリング 有川  浩∥著 

5 白鶴ノ紅 佐伯 泰英∥著 

5マル暴甘糟 今野  敏∥著 

6 夢をかなえるゾウ〔３〕 水野  敬也∥著 

6 キャプテンサンダーボルト 阿部  和重∥著 

7 営繕かるかや怪異譚 小野  丌由美∥著 

― 文庫・新書 ― 

現代語訳古語拾遺 菅田 正昭∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 210.3 

全裸男と蛇男 香月 日輪∥著 講談社 M 913.6 

たそがれ歌麿 佐伯 泰英∥著 新潮社 M 913.6 

危機 野口 卓∥著 祥伝社 M 913.6 

わたしはサムじゃない ジャック ケッチャム∥著 扶桑社 M 933 

あえて、つながらない生きかた 高野  登∥著 ポプラ社 S 159 

縁の切り方 中川  淳一郎∥著 小学館 S 361 

農山村は消滅しない 小田切 徳美∥著 岩波書店 S 611 

５０歳からの教養力 江上 剛∥著 ベストセラーズ S 914.6 

― 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！）― 

劇場版ムーミン ﾏﾘｱ･ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ∥監督 アスミック DV 0 

黒部の太陽 熊井 啓∥監督 ポニーキャニオン DV 1 

剣客商売 春の嵐 小野田 嘉幹∥監督 松竹 DV 1 

太陽がいっぱい ﾙﾈ･ｸﾚﾏﾝ∥監督 マーメイドフィルム DV 2 

空海〔１〕～〔3〕  ＮＨＫエンタープライズ（発売） DV 3 

當世流小栗判官 市川 猿之助∥出演 松竹（発売） DV 5 

喉が絶対枯れない歌い方教えます！ 吉田 顕∥ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ アルファノート DV 6 

こどもにきかせたい童話 田村 淑子∥〔ほか〕語り手 ビクターエンタテインメント CD 0 

ニルヴァーナ・ベスト ﾆﾙｳﾞｧｰﾅ∥演奏 ユニバーサルミュージック CD 3 

スキャンダル ショー ｽｷｬﾝﾀﾞﾙ∥演奏 Ｅｐｉｃ Ｒｅｃｏｒｄｓ CD 3 

島倉千代子スーパーヒット・セレクション〔1〕〔2〕 島倉 千代子∥歌 日本コロムビア CD 4 

特選！！米朝落語全集〔11〕～〔15〕 桂 米朝∥口演 東芝ＥＭＩ CD 7 

うたって覚えＹｏ！百人一首 ﾁｭﾅ&ﾄﾓ∥ﾗｯﾌﾟ Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9 

図書館員のオススメ本 

『島はぼくらと』 

       辻村深月∥著 講談社 

瀬戸内の冴島は、Iターン Uターンの島。 

４人の高校生は、フェリーで本土の高校に通う。 

ある日、自称作家から「劇ってやった記憶あ

る？」・・・ 

作者いわく、コミュニティデザイナーの友から話

を聞いてのフィクション。でも、本当っぽい。 

思春期の多感な時期をみずみずしく表現してい

る。 

他に「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ」「ツナグ」「水底

フェスタ」などがあり、「鍵のない夢を見る」で

直木賞受賞。 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：ＰＣで検索するとき、本のあらすじ、内容をわかりやすくしてほしい。 

Ａ：ご不便をおかけして申し訳ございません。現状では著作権者の許可なく検索システム上に本
のあらすじや内容をわかりやすく解説したものを載せることは、著作権法に触れる場合があ
ります。一方で、図書館が所蔵する全資料に対して著作権の許諾を得ることは困難です。そ
れ故、現在の抄録欄は現状の表示に留めております。ご理解頂きますようお願い申し上げま
す。 

Ｑ：ネット検索で本の表紙が見えるようにしてほしい。 

Ａ：ご意見ありがとうございます。確かに検索時に本の表紙が見られれば雰囲気も伝わりやす
く、更に本選びも楽しくなるかと存じます。 
しかしながら、図書館のホームページのように本の販売を前提としないサイトでの書影（本
の表紙）の使用は著作権法に抵触するため、掲載することができません。また、現在導入し
ているシステムで著作権法をクリアする方法としては、外部販売サイトへのリンク機能を追
加すれば可能ですが、現状では早急な対応は難しく、今後の検討課題とさせていだきます。 

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５回） 

 節分のちょい豆 
節分は、古代中国の儀式「追儺（ついな）」に由来するといわれています。 

「追儺」は季節の変わり目にやってくる悪い鬼を追い払う儀式で、奈良時代以降、日本に伝わ

り、平安時代には宮中の年中行事として行われるようになりました。かつては鬼の面をつけた

人を邪気（病気などをもたらす悪い気）に見たて、神聖な弓を鳴らして追い払ったそうです。 

炒った豆（大豆）をまくようになったのは室町時代中期以降のことで、一般に広まったのは

江戸時代になってからといわれています。 

大豆は主食となる米と同じように、神の力が宿ると信じられていたので、 

それをまくことで邪気を払うことができると信じられていました。 

『年中行事（ポプラディア情報館）』ポプラ社           

『日本人のしきたり』飯倉晴武∥編著 青春出版社           
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平成２６年度２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。 

1210 10 12

24 24 25 25 

26 4 5 5 


