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今月のお休み 
和泉図書館 

13日(金)  

 

シティプラザ図書館 

 

20日(金)  

 

にじのとしょかん 

 １日(日) ２日(月) 

９日(月) 16日(月）

23日(月) 27日(金) 

30日(月) 

南部リージョン 

センター図書室 

 ２日(月) ３日(火) 

４日(水) ５日(木) 

６日(金) ９日（月） 

16日(月）23日(月) 

30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          終了しました 

シティプラザ図書館      終了しました 

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） 

 

 
 
 
 

March   
 

※にじ・南部は月曜休館日を含みます。 

 
イラストの最優秀者には、 

サイン入り画集が贈られました！ 

中村佑介氏講演会開催終了！ 
２月１１日（水）に和泉図書館にて、 
イラストレーター中村佑介氏の講演会を開催しました。 

イラストレーターの真理藻（まりも）さんも駆けつけてくださり、 

普段は聞けないような仕事の話をたくさん聞くことができました。 

貴重なお話に、参加者のみなさんも引き込まれ、あっという間の講演でした。 

また、作品講評コーナーでは、参加者の作品ひとつひとつに丁寧な解説と 

アドバイスをしてくださり、作品提供者だけでなく参加者全員が、 

とても勉強になりました。 

参加されたみなさん、中村佑介さん、真理藻さん、 

本当にありがとうございました！ 
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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：3月 12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！ 

 

にじのとしょかん 

 

１ 日  17 火  

２ 月 ○休 に、南 18 水     

３ 火  
19 木   

４ 水  20 金 ○休 プ       

５ 木  21 土  

６ 金   22 日  

７ 土  23 月 ○休 に、南 

８ 日  24 火   

９ 月 ○休 に、南 25 水  

10 火  26 木  

11 水        27 金 ○休 に  

12 木  28 土  

13 金 ○休 和 29 日   

14 土  30 月 ○休 に、南 

15 日  31 火  

16 月 ○休 に、南    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館３月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「月に囚われた男」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「おおきなかぶ」です。     

 

 

おはなし会 

日時：3月 14日(土) 11:00～11:30 
内容：「どうぶつ」 

おやまのがっこう 

日時：3月 22日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：折紙「チューリップ」 

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 

おもしろコマ大集合！ 
日時：3月 29日(日) 14：00～16：00 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容：全国で大人気のコマ名人、枇杷紘一郎さん・ 

喜代子さんといっしょにいろんなコマを回そ

う！きみもうまくコマを回せるかな？ 

コマを使ってのむかしばなしもあるよ！ 

定員：50名 参加費：無料 

入場券を集会室前にて当日 13：30より配ります。

（先着順） 

※低学年以下の方は保護者同伴でお願いします。 

和泉図書館 

 

 

春の工作教室 

日時：3月 7日（土）14:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ地下 1階多目的室 

対象：幼児から小学生まで 

内容：マジカルチェーン・ペットボトルスノード
ーム・コロコロ回る人形ころころちゃん 

本のリサイクル市 

日時：3月 28日（土）9:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ 3階学習室 4 

お一人様１０冊までお持ち帰りいただけます。 

袋は各自お持ちください｡ 

シティプラザ図書館 

南
部
Ｒ
Ｃ
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（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 （12 日）・おはなし会（21 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 

(和)映画会 午後１時半～ 集会室１・２ 

(プ)こどものための映画会  

午後２時～(２０分) 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） 

に
じ 

蔵
書 

点
検 

★春の工作教室（プ） 

★本の 

リサイクル市（プ） 

★おもしろコマ大集合！（和） 
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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 ― 

孫正義の参謀 嶋  聡∥著 東洋経済新報社 007 

新釈講孟余話 吉田 松陰∥著 ＰＨＰ研究所 123 

面白くてよくわかる！アドラー心理学 星 一郎∥監修 アスペクト 140 

母から受けた傷を癒す本 ジャスミン  リー  コリ∥著 さくら舎 146 

こうして、思考は現実になる 〔２〕 パム  グラウト∥著 サンマーク出版 147 

― 歴史・地理 ― 

『乙女の松下村塾読本』 

堀江  宏樹・滝乃  みわこ∥著 

主婦と生活社 分類 289 

「聖なる怪物」吉田松陰とはどんな人物にして、どんな思想を持っていたのでしょうか？ 

日本の近代化とは一体、どんな日々だったのでしょうか？  幕末の志士たちや、松陰の妹・文

の秘められたエピソードを紹介。 

歴史を人生の武器にする 井沢 元彦∥著 悟空出版 210 

古代史は知的冒険 関  裕二∥著 ＰＨＰ研究所 210.3 

藤原種継 木本 好信∥著 ミネルヴァ書房 289 

今がわかる時代がわかる世界地図 〔２０１５年版〕 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 290 

景観の作法 布野  修司∥著 京都大学学術出版会 291 

― 社会科学 ― 

『知日』 

毛 丹青・蘇 静・馬 仕睿・原口 純子∥著 

潮出版社 分類 302.1 

２０１１年１月に北京で創刊された月刊誌『知日』は、毎号テーマを絞り、日本のありのまま

の姿を中国人読者に紹介している。そんな『知日』のすべてがわかるダイジェスト版内田樹、

莫言らの特別寄稿も掲載。 

政治家失言・放言大全 木下 厚∥著 勉誠出版 312 

イスラム国  テロリストが国家をつくる時 ロレッタ  ナポリオーニ∥著 文藝春秋 316 

ドイツ大使も納得した、日本が世界で愛される理由 フォルカー  シュタンツェル∥著 幻冬舎 361 

田舎の無名高校から東大、京大にバンバン合格した話 田野瀬 良太郎∥著 主婦の友社 376 

東大教授の父が教えてくれた頭がよくなる勉強法 永野 裕之∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 379.7 

― 自然科学 ― 

ノーベル賞から見る現代物理学の系統  ニュートンプレス 420 

ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の絶景 縣  秀彦∥監修 洋泉社 440 

現実を生きるサル空想を語るヒト トーマス ズデンドルフ∥著 白揚社 481 

末期を超えて 川口 有美子∥著 青土社 493.1 

エボラの正体 デビッド  クアメン∥著 日経ＢＰ社 493.8 

がんばることに疲れてしまったとき読む本 下園 壮太∥著 ＰＨＰ研究所 498.3 
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― 技術 ― 

エネルギー資源のすべてがわかる 矢沢サイエンスオフィス∥著 技術評論社 501 

日本の名城解剖図鑑 米澤 貴紀∥著 エクスナレッジ 521 

イプシロン、宇宙に飛びたつ 森田  泰弘∥著 宝島社 538 

現場で役立つ屋内配線図の基本と仕組み 君塚 信和∥著 秀和システム 544 

これでわかる！石けんと合成洗剤５０のＱ＆Ａ 長谷川  治∥著 合同出版 576 

任天堂コンプリートガイド 〔玩具編〕 山崎 功∥著 主婦の友インフォス情報社 589 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

ペットボトルキャップで作るこもの  ブティック社 594 

憧れのオートクチュールニット 横山 浩代∥著 主婦の友インフォス情報社 594.3 

かわいい手まり 〔新装ワイド版〕 尾崎 敬子∥著 日本ヴォーグ社 594.9 

飲める献立 藤井 恵∥著 新星出版社 596 

ＮＹスタイルのジャーサラダレシピ りん  ひろこ∥著 世界文化社 596.3 

チョコケーキとクッキー、生チョコレートの本 下迫 綾美∥著 主婦の友社 596.6 

― 産業 － 

胡椒 暴虐の世界史 マージョリー シェファー∥著 白水社 619 

人気の花別ウエディングブーケ２４７  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 627 

龍安寺石庭 細野  透∥著 淡交社 629 

ハリネズミといっしょ とぽすけ∥著 イースト・プレス 645 

そこが知りたい！サンゴ飼育完全マニュアル 〔２０１５〕  笠倉出版社 666 

よくわかる物流業界 〔最新４版〕 齊藤 実∥著 日本実業出版社 681 

― 芸術・スポーツ ー 

草間彌生 建畠 晢∥監修 平凡社 702 

かわいい仏像たのしい地獄絵 須藤  弘敏∥執筆 パイインターナショナル 718 

感動を与える漢字かな交じり書 辻元  大雲∥著 日貿出版社 728 

真贋のカチマケ 中島 誠之助∥著 二見書房 756 

偉大なるダンサーたち ジェラール マノニ∥著 ヤマハミュージックメディア 769 

女性のためのゴルフスタートＢＯＯＫ 田口  舞子∥監修 ナツメ社 783.8 

利休随一の弟子三斎細川忠興 矢部  誠一郎∥著 宮帯出版社 791 

― 言語・文学 ― 

『会話が続くコツ』 

村松  加王里∥著 

すばる舎リンケージ 分類 809 

「何を話していいかわからない」「会話が続かず、沈黙してしまう」など、さまざまな 

「会話」の悩みを一挙解決。どんな人とも会話が盛り上がるノウハウを、具体的に紹介する。 

朝日キーワード 〔２０１６〕 朝日新聞出版∥編 朝日新聞出版 813 

〈図解〉まるわかり時事用語 〔２０１５→２０１６年版〕 ニュース リテラシー研究所∥編著 新星出版社 814 

日本近代小説史 安藤  宏∥著 中央公論新社 910.2 

心にひびく四季の名歌集 金園社企画編集部∥編 金園社 911.6 

モルテンおいしいです 田辺  青蛙∥著 廣済堂出版 915.6 
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－ 小説・エッセイ － 

『通り魔』 

嶽本 野ばら∥著 

小学館 分類 913.6 

僕は僕を生んだ巨悪の基を絶ちたい。僕という萌芽には予め黒い太陽に向かって進むとい

う運命しか与えられていなかったように思われるから－。小さな障害はあるものの善良だ

った少年が残虐な犯行に突き進む、慟哭必至の衝撃作。 

『寝ても覚めても夢』 

ミュリエル  スパーク∥著 

河出書房新社 分類 933 

すべてを手に入れた映画監督トムの次女が失踪した。金目当ての誘拐か、親に反抗しての蒸

発か。行方がつかめぬまま、今度はトムの知人が銃撃され…。イギリスのブラックユーモア

の女王が贈る、奇妙な家族の物語。 

鼠、滝に打たれる 赤川  次郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

姫路・城崎温泉殺人怪道 梓 林太郎∥著 実業之日本社 913.6 

あの子が欲しい 朝比奈  あすか∥著 講談社 913.6 

アンブラッセ 阿刀田  高∥著 文藝春秋 913.6 

壊れた自転車でぼくはゆく 市川  拓司∥著 朝日新聞出版 913.6 

恋と禁忌の述語論理（プレディケット） 井上 真偽∥著 講談社 913.6 

いろごと 加藤 千恵∥著 ぶんか社 913.6 

起返の記 嶋津  義忠∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

猫キャンパス荒神 笙野 頼子∥著 河出書房新社 913.6 

アールダーの方舟 周木 律∥著 新潮社 913.6 

起き姫 杉本 章子∥著 文藝春秋 913.6 

死と砂時計 鳥飼  否宇∥著 東京創元社 913.6 

秘恋 鳥越 碧∥著 講談社 913.6 

心臓異色 中島  たい子∥著 光文社 913.6 

十津川警部八月十四日夜の殺人 西村  京太郎∥著 実業之日本社 913.6 

雪炎 馳  星周∥著 集英社 913.6 

恋形見 山口  恵以子∥著 徳間書店 913.6 

賢者の愛 山田  詠美∥著 中央公論新社 913.6 

ドリフトグラス サミュエル Ｒ．ディレイニー∥著 国書刊行会 933 

アフリカの事件簿 アレクサンドル  ベリャーエフ∥著 未知谷 983 

― ビジネス・PC   － 

会社法のしくみ 〔最新版〕 戸塚 美砂∥監修 三修社 BU 325 

挑戦しよう！定年・シニア起業 岩本  弘∥著 カナリアコミュニケーションズ BU 335 

マキャヴェリの経営語録 〔新装版〕 唐津  一∥著 ＰＨＰ研究所 BU 336 

データプレゼンテーションの教科書  日経ＢＰ社 BU 336.4 

思い出をデジタル化して永久保存する本  洋泉社 PC 007 

ＹｏｕＴｕｂｅ投稿＆集客で稼ぐ！コレだけ！技 川崎 實智郎∥著 技術評論社 PC 547 
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― 文庫・新書 ― 

ここまでわかった！敗者で読み解く古代史の謎 『歴史読本』編集部∥編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 210.3 

大名の火遊び 沖田 正午∥著 徳間書店 M 913.6 

おまえじゃなきゃだめなんだ 角田  光代∥著 文藝春秋 M 913.6 

荒波越えて 牧 秀彦∥著 二見書房 M 913.6 

髪結の亭主 〔1〕 和久田  正明∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

「ズルさ」のすすめ 佐藤  優∥著 青春出版社 S 159 

戦国乱世から太平の世へ 藤井 讓治∥著 岩波書店 S 210.4 

賢者の戦略 手嶋 龍一∥著 新潮社 S 319 

辞書をよむ 今野  真二∥著 平凡社 S 813 

― YA ― 

何のために「学ぶ」のか 外山  滋比古∥著 筑摩書房 Y 002 

家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤 美季∥著 誠文堂新光社 Y 694 

歌う樹の星 風野  潮∥作 ポプラ社 Y 913 

シンドローム 佐藤  哲也∥著 福音館書店 Y 913 

― ＤＶＤ（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！）― 

スノーマンとスノードッグ  ＮＨＫエンタープライズ（発売） DV 0 

フランケンウィニー ﾃｨﾑ･ﾊﾞｰﾄﾝ∥監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン DV 0 

北のカナリアたち 阪本 順治∥監督 テレビ朝日 DV 1 

子ぎつねヘレン 河野 圭太∥監督 松竹株式会社ビデオ事業室 DV 1 

グラン・トリノ ｸﾘﾝﾄ･ｲｰｽﾄｳｯﾄﾞ∥監督 製作 出演 ワーナー・ホーム・ビデオ DV 2 

道 ﾌｪﾃﾞﾘｺ･ﾌｪﾘｰﾆ∥監督 脚本 ＩＭＡＧＩＣＡ  ＴＶ DV 2 

超ＳＦ的社会科見学 〔工場編〕〔ハイテク施設編〕  ＮＨＫエンタープライズ（発売） DV 6 

かわいく楽ちん浴衣着付け  キングエイトファクトリー（製作） DV 6 

図書館員のオススメ本 

『僕は小説が書けない』 

       中村 航∥著 中田 永一∥著 

 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 中村航さんと中田永一さん２人で書かれた合

作青春小説。小説を書くってどういうこと？論

理的に組み立てて型にはめて確実に？思ったま

ま感じるままに？ 

 小説が書けなくなった光太郎が個性豊かな文

芸部のメンバーに振り回されながら、書くこと

や自分と他人の在り方を見つけていきます。読

みやすいのでちょっと小説は苦手かもという人

にもお勧めです。 

～ ２月の予約ランキング～ 

１. 悫嘆の門 上・下 

 

宮部  みゆき∥著 

 
２. サラバ！ 上・下 

 

西  加奈子∥著 

 
３. 絶唱 

 

湊  かなえ∥著 

 
４. ２１世紀の資本 

 

トマ ピケティ∥著 

 
５. ラスト・ワルツ 

 

柳  広司∥著 

 
６. 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 

 
６. ビブリア古書堂の事件手帖〔6〕 

 

三上  延∥著 

 
８. 白鶴ノ紅 

 

佐伯  泰英∥著 

 
９. 夢をかなえるゾウ〔3〕 

 

水野  敬也∥著 

 
. 億男 

 

川村  元気∥著 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ありがとう」のちょい豆 

 

 

 

3月 9日、３．９
サンキュウ

デイ（ありがとうの日）はNPO法人のHAPPY&THANKS

が人材育成や社会の発展などを目的に制定した日です。 

「ありがとう」とは、有るのが難しい、めったにない、などの意からきています。感

謝の際に使われ出したのは、元禄時代ごろから。仏の慈悲など貴重でめったに得られて

いない物を自分は得ている、というところから一般的に感謝の意として使われるように

なったそうです。 

ちなみに、京都方言の「おおきに」は「おおきに（大層）ありがとう」から 

後を略したものです。 
 

参考『新語源辞典』『366日記念日事典』 

 

他の 3 月生まれの作家さん(敬称略) 

重松清(6 日)  大沢在昌(4 日) 

戸川昌子(16 日)  田辺聖子(29 日) 

 

 

Happy Birthday!! 

 角田光代(3 月 30日)  
 

昭和 63 年、彩河杏（さいかわあんず）の名

でコバルト・ノベル大賞を受賞し、少女小説

を６冊出版する。以降は角田光代として活動

し、「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞。 

リアルな筆致で時代を映し出す作品群には

フリーターや疑似家族が描かれることが多

い。平成１６年「対岸の彼女」で直木賞受賞。 

参考『日本女性文学大事典』 

    

日本絵本賞 
子どもたちの絵本読書がより盛んになることと、

絵本出版の発展を願って平成 7 年に創設。絵本芸

術の普及、絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与

することを目的としています。 

賞には「日本絵本賞大賞」、「日本絵本賞」、「日本

絵本賞翻訳絵本賞」のほか、読者の投票で選ばれる

「日本絵本賞読者賞【山田養蜂場賞】」があります。 

選考基準は、毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30

日までの１年間に、日本において出版された絵本。

ただし、「読者賞」の対象絵本は、前年１０月１日

から当年９月３０日までに出版された絵本が対象

となります。 

参考『最新文学賞事典 2009-2013』 
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平成２６年度３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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