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今月のお休み 

和泉図書館 

10日(金)  

 

シティプラザ図書館 

 

17日(金)  

 

にじのとしょかん 

 
６日(月) 13日(月) 

20日(月) 24日(金）

27日(月） 

南部リージョン 

センター図書室 

 ３日(金) ６日(月) 

13日(月) 20日(月) 

27日(月)  
 

 

 

平成２７年７月４日（土）の「北部リージョンセンター図書室」 

開室に伴い、右記に掲載の自動車文庫駐車場は、６月の巡回をも 

って終了いたします。これまで、ご利用いただき、誠にありがと 

うございました。なお、７月以降に本などを返却される場合は、 

「北部リージョンセンター図書室（和泉市太町５５２番地）」など 

市内図書館（室）をご利用いただきますよう、お願いいたします。 

（予約中資料につきましても、７月以降は希望される図書館（室） 

での受け取りとなりますので、ご変更をお願いします）みなさまの 

新図書室のご利用を、お待ちしております。 

 
 
 
 

April   
 

巡回終了駐車場 

上代町 
（鶴山台アーバンコンフォート内） 

鶴山台南小学校 

鶴山台三丁目 
（サービスセンター駐車場） 

信太小学校 

上町（府営北信太住宅２棟横） 

鶴山台北小学校 

 

◆北部地域自動車文庫巡回終了のお知らせ◆ 

 

 

３月２１日（土）に和泉図書館にて、あんびるやすこ先生の講演会を開催しました。 

普段は聞けないようなお仕事の話をたくさん聞くことができ、 

参加されたみなさんの目も輝いていました。 

途中で『なんでも魔女商会シリーズ』についてのクイズや、あんびる先生との 

じゃんけん大会もあり、楽しいひとときで、あっという間の講演会でした。 

講演後のサイン会では、握手や撮影もしてくださって、 

みなさんの笑顔が溢れていました。 

参加されたみなさん、あんびるやすこ先生、本当にありがとうございました。 
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えほんのおふろ 
期間：平成 27年 4月～6月 
場所：にじのとしょかん絵本コーナー 
内容：ステキなえほんにかこまれて、のーんびり 

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：4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！ 

にじのとしょかん 

  
おはなし会 

日時：4月 11日(土) 11:00～11:30 
内容：「なかよし」 

おやまのがっこう 

日時：4月 19日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「こいのぼり」 

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 

 

１ 水  16 木  

２ 木  17 金 ○休プ 

３ 金 ○休南 18 土  

４ 土  19 日  

５ 日  20 月 ○休に、南  

６ 月 ○休に、南 21 火  

７ 火  22 水  

８ 水  23 木  

９ 木  24 金 ○休に 

10 金 ○休和 25 土  

11 土 ★むかしあそびをしよう（プ） 26 日  

12 日 ★青空おはなし会（プ） 27 月 ○休に、南 

13 月 ○休に、南 28 火  

14 火  29 水  

15 水  30 木  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館４月の行事 

今月の映画会は、和泉図書館「シュレック」です。 

パパも じぃじも えほん よんで！ 

日時：5月 17日(日) 14：00～15：30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

講師：加藤啓子さん（絵本あれこれ研究家） 

内容：パパもじぃじも楽しく絵本を読もう！ 

ママもばぁばもきてね！ 

定員：おとな 30名 ぜひ、お子さんとお越し下さい！ 

参加費：無料 

申込；4月 25日（土）9：00～ 

   和泉図書館カウンターまたは電話にて 

定員に達するまで受付 

和泉図書館 

 

 

 

むかしあそびをしよう 

日時：4月 11日(土) 14:00～14：30 
内容：わなげ 

青空おはなし会 

日時：4月 12日（日）14:00～14:30 
内容：おでかけ 

どちらもシティプラザ図書館内オアシスで行います。
（雨天時はおはなし室）  

 

シティプラザ図書館 

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 (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 ミーティングルーム 

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 

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） 

★１日図書館員体験（和・プ） 

→ｐ７へ 

★１日図書館員体験（和・プ） 

→ｐ７へ 
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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 ― 

本当に頭がよくなる１分間読書法 石井 貴士∥著 ＳＢクリエイティブ 019 

ギネス世界記録外伝〔２〕 Ｇｕｉｎｎｅｓｓ  Ｗｏｒｌｄ  Ｒｅｃｏｒｄｓ  Ｌｔｄ．∥編 ゴマブックス 031 

９０分でわかるカント ポール ストラザーン∥著 ＷＡＶＥ出版 134 

この怒り何とかして！！と思ったら読む本 安藤  俊介∥著 リベラル社 141 

仏教の教科書  洋泉社 180 

― 歴史・地理 ― 

廃墟の零年１９４５ イアン  ブルマ∥著 白水社 209 

史跡・都市を巡るトルコの歴史 野中 恵子∥著 ベレ出版 227 

ドイツ王侯コレクションの文化史 森 貴史∥編 勉誠出版 234 

犬将軍 ベアトリス  Ｍ．ボダルト＝ベイリー∥著 柏書房 289 

１２万円以内で行けちゃう！世界遺産への旅  Ａ－Ｗｏｒｋｓ 290 

― 社会科学 ― 

英語で日本文化の本 三浦  史子∥著 ジャパンタイムズ 302.1 

本当の戦争の話をしよう 伊勢崎 賢治∥著 朝日出版社 319 

どうする？親の相続 澤田 有紀∥著 主婦の友社 324 

基礎から学べる金融商品取引法〔第３版〕 近藤  光男∥著 弘文堂 338 

なぜ、この人と話をすると楽になるのか 吉田 尚記∥著 太田出版 361 

事故物件サイト・大島てるの絶対に借りてはいけない物件 主婦の友インフォス情報社∥編 主婦の友インフォス情報社 365 

運営からトラブル解決までＰＴＡお役立ちハンドブック 田所  永世∥著 有楽出版社 374 

― 自然科学 ― 

『自分でできるやさしいお灸』 

吉田 明代∥監修 

ナツメ社 分類 492 

お灸で体調がよくなる理由を説明するとともに、最初に覚えたい万能ツボ、女性の丌調に効

くツボ、日々のつらい症状に効くツボ、困った痛みに効くツボなどを、写真とイラストを交

えてわかりやすく紹介します。 

偉大なる失敗 マリオ  リヴィオ∥著 早川書房 402 

これだけ！分析化学 西本  右子∥著 秀和システム 433 

世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 ＭｄＮ編集部∥編 エムディエヌコーポレーション 454 

新種の冒険 クエンティン  ウィーラー∥著 朝日新聞出版 460 

前立腺がん 赤倉 功一郎∥著 主婦の友社 494 

「いつものパン」があなたを殺す デイビッド パールマター∥著 三笠書房 498.5 

― 技術 ― 

楽しくわかる職人図鑑 『楽しくわかる職人図鑑』制作委員会∥著 日本能率協会マネジメントセンター 502 

実務に役立つ総合河川学入門 末次 忠司∥著 鹿島出版会 517 

カメラが撮らえた古写真で見る日本の名城 中井  均∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 521 
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― 手芸・料理・家庭医学－ 

『おにぎらずアイデア帳』 

金丸  絵里加∥著 

東京書店 分類 596.3 

にぎらずにはさむ（包む）だけ。サンドイッチのように切り口を見せるディスプレイ。手軽で

華がある和・洋・中・エスニックのおにぎらずレシピを紹介。お弁当にする際の組み合わせ例

や詰め方も収録。 

かわいいがいっぱい！レインボールームのモチーフ＆マスコット 藤江  雪絵∥著 ブティック社 594 

もっと若見え！４０代からの美ヘアカタログ  世界文化社 595 

これがおから？なＤａｉｌｙレシピ 高橋  典子∥著 文化学園文化出版局 596.3 

カフェ・バッハ ペーパードリップの抽出技術 田口 護∥著 旭屋出版 596.7 

はじめてママ＆パパの離乳食 上田 玲子∥監修 主婦の友社 599 

― 産業 － 

ゴマの機能と科学 並木  満夫∥編 朝倉書店 617 

こんなフラワーアレンジ作ってみたい！  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 627 

はじめましてインコ 松本 壯志∥監修 池田書店 646 

旨い魚  洋泉社 664 

単色×単色のデザイン  パイインターナショナル 674 

江戸の飛脚 巻島  隆∥著 教育評論社 693 

― 芸術・スポーツ ー 

『はじめてのデコナップ＆デコポッジ』 

 

ブティック社 分類 754 

さまざまな素材をデコレーションできるペーパーナプキン「デコナップ」と接着剤「デコポ

ッジ」で、ルームシューズ、トートバッグなどの小物や雑貨を変身させる方法を紹介。 

デコナップ＆デコポッジの基本的な使い方も解説する 

図説ベルギー 森 洋子∥編著 河出書房新社 702 

名画の暗号 西岡  文彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 723 

炭鉱（ヤマ）〔新版〕 本橋  成一∥写真 海鳥社 748 

百田尚樹『殉愛』の真実 角岡 伸彦∥著 宝島社 767 

演目別にみる能装束〔２〕 観世 喜正∥著 淡交社 773 

バスケットボール基本と戦術 近藤  義行∥監修 実業之日本社 783.1 

わくわく大相撲ガイド〔寄り切り編〕 日本相撲協会∥監修 河出書房新社 788 

― 言語・文学 ― 

知ってるようで知らない英語 大井  正之∥著 ごま書房新社 830 

天声人語〔２０１４冬〕 朝日新聞論説委員室∥編 原書房 837 

フランス語のしくみ〔新版〕 佐藤 康∥著 白水社 850 

秘伝「書く」技術 夢枕 獏∥著 集英社インターナショナル 901 

皇后美智子さまの御歌 皇后∥著 パイインターナショナル 911.1 

新訳説経節 伊藤  比呂美∥〔訳〕著 平凡社 912.4 
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－ 小説・エッセイ － 

『いなくなった私へ』 

辻堂  ゆめ∥著 

宝島社 分類 913.6 

人気絶頂のミュージシャン・梨乃は目を覚ますと、誰にも自分と認識されなくなっていた。

さらに自身の自殺報道を目にした梨乃は自らの死の真相、そして蘇った理由を探りはじ 

めるが…。 

『学園天国』 

五十嵐  貴久∥著 

実業之日本社 分類 913.6 

「経営立て直し」を名目に管理教育を徹底する聖楓高校。学校には内緒の夫婦である、３年

の池上慎也と担任教師の高岡麻美は、生徒の未来を守るため、立ちあがる！『月刊Ｊ－ｎｏ

ｖｅｌ』連載を単行本化。 

リバース 相場 英雄∥著 双葉社 913.6 

ブラックオアホワイト 浅田 次郎∥著 新潮社 913.6 

火星に住むつもりかい？ 伊坂 幸太郎∥著 光文社 913.6 

ロストデイズ 大崎  善生∥著 祥伝社 913.6 

サーカスの夜に 小川  糸∥著 新潮社 913.6 

本好きの下剋上 第１部〔１〕 香月  美夜∥著 ＴＯブックス 913.6 

しるしなきもの 真藤  順丈∥著 幻冬舎 913.6 

愛と人生 滝口  悠生∥著 講談社 913.6 

白頭の人 富樫  倫太郎∥著 潮出版社 913.6 

闇から届く命 藤岡  陽子∥著 実業之日本社 913.6 

雨に泣いてる 真山  仁∥著 幻冬舎 913.6 

透明カメレオン 道尾  秀介∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

夢をまことに 山本  兼一∥著 文藝春秋 913.6 

偽証 渡辺 裕之∥著 中央公論新社 913.6 

老いの冒険 曽野  綾子∥著 興陽館 914.6 

いのちと平和の話をしよう 日野原 重明∥著 朝日新聞出版 914.6 

マンデー・モーニング サンジェイ  グプタ∥著 柏書房 933 

地平線 パトリック  モディアノ∥著 水声社 953 

― ビジネス・PC － 

図解力を１０倍高める本 中山  真敬∥著 ソシム BU 007 

経営学大図鑑 イアン マルコーズ∥ほか著 三省堂 BU 335.1 

「人たらし」のブラック交際術 内藤 誼人∥著 大和書房 BU 336.4 

訪日外国人観光ビジネス入門講座 村山  慶輔∥著 翔泳社 BU 689 

〈逆引き〉Ｗｏｒｄパワーテクニック６０１＋６６Ｔｉｐｓ 西上原 裕明∥著 技術評論社 PC 007 

Ａｎｄｒｏｉｄスマホ＆クラウド「超」仕事術 アキヅキ ダイスケ∥著 シーアンドアール研究所 PC 007 

情報基礎と情報処理〔第３版〕 寺沢  幹雄∥共著 オーム社 PC 007 

デジタルイラストの「背景」描き方事典 出雲寺  ぜんすけ∥著 ＳＢクリエイティブ PC 726 
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― 文庫・新書 ― 

神楽坂謎ばなし 愛川 晶∥著 文藝春秋 M 913.6 

雪とけ柳 中島  要∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

賞金首始末 森 詠∥著 二見書房 M 913.6 

三毛猫ホームズの遠眼鏡 赤川  次郎∥著 岩波書店 M 914.6 

模倣犯〔上・下〕 Ｍ．ヨート∥著 東京創元社 M 949 

子どもと本 松岡 享子∥著 岩波書店 S 019 

イスラム国の野望 高橋  和夫∥著 幻冬舎 S 316 

病気を治せない医者 岡部 哲郎∥著 光文社 S 490 

アート鑑賞、超入門！ 藤田  令伊∥著 集英社 S 707 

朝鮮と日本に生きる 金 時鐘∥著 岩波書店 S 911.5 

― YA ― 

１８歳の著作権入門 福井  健策∥著 筑摩書房 Y 021 

ＡＢＣ！ 市川  朔久子∥著 講談社 Y 913 

アルカーディのゴール ユージン  イェルチン∥作 絵 岩波書店 Y 933 

― ＣＤ ― 

テンションアップ↑↑くるま！電車！のりものミュージック 森 みゆき∥〔ほか〕演奏 Ｋｉｎｇ  Ｒｅｃｏｒｄ CD 0 

ミラクル  ハープ 松岡 みやび∥ﾊｰﾌﾟ 日本コロムビア CD 1 

たけしとブルーノート ｱｰﾄ･ﾌﾞﾚｲｷｰ∥〔ほか〕演奏 ユニバーサルミュージック CD 2 

ＭＯＮＵＭＥＮＴ flumpool∥演奏 Ａ－Ｓｋｅｔｃｈ CD 3 

パリの散歩道 ｹﾞｲﾘｰ･ﾑｰｱ∥演奏 ビクターエンタテインメント CD 3 

昭和歌謡が聴きたい！ 江利 ﾁｴﾐ∥〔ほか〕歌 Ｋｉｎｇ  Ｒｅｃｏｒｄ CD 4 

おとえほん〔２〕 南 果歩∥語り ｄｅｃｉｂｅｌ(発売) CD 7 

ベルサイユのばら オスカル編 宝塚歌劇宙組∥出演 宝塚クリエイティブアーツ CD 9 

図書館員のオススメ本 

『風の市兵衛』 

辻堂 魁∥著 祥伝社 

唐木市兵衛は侍でありながら算盤に長け、雇わ

れて財政を管理する渡り用人だ。 

剣の達人で、その剣技は風の剣ともいわれてい

る。 

市兵衛が今回雇われたのは旗本の高松家。多額

の借金の事情を調べていくうちに大きな事件に

巻き込まれていく。市兵衛の活躍が痛快なだけ

でなく、人生についても考えさせられるおすす

めの一冊。 

 

～ ３月の予約ランキング～ 

１．サラバ！ 〔上〕 西  加奈子∥著 

２．ブラックオアホワイト 浅田  次郎∥著 

３．精鋭 今野  敏∥著 

３．悲嘆の門 〔上〕 宮部  みゆき∥著 

５．サラバ！ 〔下〕 西  加奈子∥著 

６．悲嘆の門 〔下〕 宮部  みゆき∥著 

６．絶唱 湊  かなえ∥著 

８．火星に住むつもりかい？ 伊坂  幸太郎∥著 

９．ソロモンの偽証 第１部 宮部  みゆき∥著 

．６４ 横山  秀夫∥著 
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他の 4 月生まれの作家さん(敬称略) 

林真理子(1 日)  伊集院静(9 日) 
宮尾登美子(13 日) 原ゆたか(28 日) 

 

 

Happy Birthday!! 

 森絵都(4 月 8 日)  

 シナリオなどのフリーライターとして活躍。主

にテレビや映画のアニメーションのシナリオと

児童文学を執筆。 

『リズム』で講談社児童文学新人賞を受賞。他著

書に、「にんきものの本シリーズ」、『宇宙のみ

なしご』、『アーモンド入りチョコレートのワル

ツ』、『つきのふね』、『風に舞いあがるビニール

シート』、『ラン』など。『カラフル』、『DIVE!!』

は映画化され、話題となった。 

参考『日本女性文学大事典』 

求む！ 
１日図書館員 

日時：４月26日（日）…中学生・高校生対象 

４月29日（水・祝）…小学生（４年生以上）対象 

各日とも午前８時45分 ～ 午後４時 

場所：和泉図書館・シティプラザ図書館 

定員：各３名 

申込：往復はがきに住所、氏名、学年（年齢）、 

電話番号、希望館名を書いて、４月17日(金)必着

で和泉図書館（〒594-0071 和泉市府中町一丁目

20番1号）までお送り下さい。 

図書館のお仕事、 
私たちと一緒にやってみませんか？ 

 
４月３０日は「図書館記念日」 

 1950（昭和 25）年のこの日、図書館法が公布されたこと

にちなむもので、1971（昭和 46）年の全国図書館大会で決

定、翌年より記念日として行事などを行っています。ちなみ

に、図書館の原型は、紀元前 3000年のメソポタミアの時代

にもあったとされています。日本の公共図書館の歴史も意外

に古く、奈良時代末に石上宅嗣が旧宅の書庫を公開した「芸

亭」（うんてい）が最初とされています。芸は、香草の名で、

「藝」の略字の「芸」とは別の意味とのことです。 

参考図書『この日何の日』『366日記念日事典』 

すくすくタイム 
実施日変更のお知らせ 

和泉図書館で行っている 

「すくすくタイム」（赤ちゃんのため

の図書館開放時間）は、４月より 

第１・３金曜日 10：00～12：00 

となります。 

引き続きのご参加 

お待ちしております。 
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平成２７年度４月自動車文庫巡回予定表 

 

1 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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