
 

1 

 

                                                                                         
２０１５年５月１日発行  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今月のお休み 

和泉図書館 

８日(金)  

 

シティプラザ図書館 

 

15日(金)  

 

にじのとしょかん 

 
４日(月) 11日(月) 

18日(月) 25日(月）

29日(金） 

南部リージョン 

センター図書室 

 １日(金) ７日(木) 

11日(月) 18日(月) 

25日(月)  
 

 
 
 
 

may   
 

 

 

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。 

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２９日（日）に和泉図書館にて、色々なコマを体験する 

「おもしろコマ大集合！」を開催しました。 

大きなコマや小さなコマ、音が出るコマなど、枇杷さんが次々と取り出す 

不思議なコマの数々に、参加されたみなさんも興味津々でした。 

コマを使った昔話『ももたろう』では、途中で一寸法師が登場するなど、 

楽しくアレンジされたお話に会場は大盛り上がり！ 

その後のコマ回し体験でも、どんどん難しい技に挑戦したり、 

参加者同士でコマ回しを競い合ったりと大人も子どもも真剣に取り組んでいて、 

とても楽しい時間を過ごすことができました。 

参加されたみなさん、枇杷紘一朗さん、喜代子さん、本当にありがとうございました。 

コマ名人・枇杷紘一朗さん、喜代子さんに来ていただいて 

「おもしろコマ大集合！」を開催しました！ 
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春のおはなし会 

日時：5月 10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） 

場所：にじのとしょかん 
 

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：5月 14日(木) 14:00 ～14:30 
場所：にじのとしょかん 
 

書庫の日 
日時：5月 15日（金）14：00～15：00 
内容：５階「書庫」に入り自分で選んで借りられる日です。 
どちらの行事も申込は不要です。どなたでも大歓迎！ 

 

にじのとしょかん 

 
おはなし会 

日時：5月 9 日(土) 11:00～11:30 
内容：「てがみ」 

おやまのがっこう 

日時：5月 17日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：折紙「おすわりカエル」 

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 金 ㊡南 17 日  

２ 土  18 月 ㊡に、南 

３ 日  19 火  

４ 月 ㊡に 20 水  

５ 火  21 木   

６ 水  22 金  

７ 木 ㊡南 23 土  

８ 金 ㊡和 24 日  

９ 土  25 月 ㊡に、南 

10 日  26 火  

11 月 ㊡に、南 27 水  

12 火  28 木  

13 水  29 金 ㊡に 

14 木  30 土  

15 金 ㊡プ 31 日  

16 土     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館５月の行事 

楽器を作ってみんなで歌おう！ 
日時：5月 16日(土) 13：00～14：15 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容： 作った楽器でおうたのひに参加しよう！ 

「ひげオカリナ」「にくきゅうシンバル」の 

どちらを作るか選んでね！ 

対象：幼児～小学生 

定員：60名   

参加費：無料 

当日 12:30より集会室前にて入場券を配布します。 

 

和泉図書館 

 

 

紙ヒコーキを飛ばそう！ 

日時：5月 4 日（月）14:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ図書館内オアシス 
   （雨天の時はおはなし室）  

対象：小学生以下 

定員：60名程度（先着順） 

内容：紙ヒコーキを折り、図書館の中庭「オアシス」

で飛ばします。 
   

シティプラザ図書館 

今月の映画会は、和泉図書館「トランスフォーマー」 

シティプラザ図書館 こどものための映画会「星の王子さま」です。     

 

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 

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 (14 日) ・おはなし会 (16 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 

(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～２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） 

★パパもじぃじも 

えほんよんで！（和） 

★紙ヒコーキを 

飛ばそう！（プ） 

★楽器を作ってみんなで 

歌おう！（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 ― 

 

 

 

 

 

 

子どものネットトラブルに悩む親の法律知識Ｑ＆Ａ 牧野  和夫∥編 中央経済社 007 

ヘンな論文 サンキュータツオ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 049 

プレッシャーに負けない方法 水島 広子∥著 さくら舎 146 

定年女子 岸本 裕紀子∥著 集英社 159.6 

知識ゼロからの教会入門 船本  弘毅∥監修 幻冬舎 195 

― 歴史・地理 ― 

古墳の地図帳  辰巳出版 210.3 

馬と人の江戸時代 兼平 賢治∥著 吉川弘文館 210.5 

悪いお姫様の物語 リンダ ロドリゲス マクロビー∥著 原書房 280 

豊臣秀次 藤田 恒春∥著 吉川弘文館 289 

高等地図帳〔２０１５－２０１６〕 二宮書店編集部∥著 二宮書店 290 

― 社会科学 ― 

ひみつの教養 飯島 勲∥著 プレジデント社 304 

基本的人権の事件簿〔第５版〕 棟居 快行∥著 有斐閣 323 

図解はじめての株 辻  庸介∥監修 学研パブリッシング 338 

大学受験案内〔２０１６年度用〕 晶文社学校案内編集部∥編集 晶文社 376 

「子どもにどう言えばいいか」わからない時に読む本 諸富  祥彦∥著 青春出版社 379.9 

― 自然科学 ― 

『散歩でよく見る花図鑑』 

亀田  龍吉∥写真  文 

家の光協会 分類 470 

道端、野原、公園などで出会う１７８種の花を収録。茎、葉、花の形がはっきりわかるように、

白バックの写真、生えている状態や花のアップなどの写真を掲載し、簡潔に解説する。 

 

サイエンス・ブック・トラベル 山本 貴光∥編 河出書房新社 404 

岩は嘘をつかない デイヴィッド  Ｒ．モンゴメリー∥著 白揚社 450 

細胞の不思議 永田 和宏∥著 講談社 463 

花だけでなく実を見ても「山野草」の名前がすぐにわかる本 菱山  忠三郎∥写真と文 主婦の友社 470 

世界一カワイイひな鳥、美しい親子鳥  エクスナレッジ 488 

強い血管を自力でつくるＮｏ．１療法〔２０１５年版〕  マキノ出版 493.2 

『ヘンな本大全』 

洋泉社 分類 019 

ヘンな人生相談本、ヘンな酒本、ヘンなタレント本、ヘンな旅本…。 

出版業界の中の、それぞれのジャンルに秀でた専門家たちが、彼らが見てきた数々の珍書

を紹介。ハマザキカクが選ぶ珍書大賞、ヘンな造本・装丁本２０選も収録。 
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― 技術 ― 

『運転テクニックおさらいＢＯＯＫ』新版  

和泉自動車教習所∥監修   

永岡書店 分類 537 

運転初心者やペーパードライバーに向けて、車の計器類の見方、駐車テクニック、交差点・

狭い道・高速道路の走り方など、運転技術の基礎の基礎をイラストでわかりやすく解説する。

折り込み道路標識・表示一覧表付き。 

帝国日本の技術者たち 沢井 実∥著 吉川弘文館 502 

地球環境がわかる〔改訂新版〕 西岡  秀三∥著 技術評論社 519 

小屋を作る本〔２０１５－２０１６〕  学研パブリッシング 527 

シャープ「液晶敗戦」の教訓 中田 行彦∥著 実務教育出版 540 

トコトンやさしい鋳造の本 西  直美∥著 日刊工業新聞社 566 

ズームイン、服！ 坂口 恭平∥著 マガジンハウス 589 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

お金はあの世へ持っていけない 森川 優∥著 自由国民社 591 

私のカントリー〔ＮＯ．９２〕  主婦と生活社 593 

こどもとたのしむハンドメイド  パッチワーク通信社 594 

からだがよろこぶみそ料理ｍｉｓｏ 小久保  喜弘∥著 祥伝社 596 

手づくりチョコ 下迫 綾美∥著 枻出版社 596.6 

― 産業 － 

ファーマゲドン フィリップ リンベリー∥著 日経ＢＰ社 611 

おてがる茶花ガーデニング 斉藤  吉一∥著 淡交社 627 

犬の介護に役立つ本 高垣  育∥著 山と溪谷社 645 

日本の漁港を訪ね地魚に唸る 小西 康隆∥文 東邦出版 661 

不動産投資“購入後”の教科書 仲宗根 和徳∥著 クロスメディア・パブリッシング 673 

都市鉄道完全ガイド関西私鉄・地下鉄〔キタ編〕  双葉社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

『ＮＨＫこどものうた楽譜集』２０１４年度版 

NHK出版∥編  

NHK出版 分類 767 

ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」をはじめ、「いないいないばあっ！」や「にほんご

であそぼ」などの番組から生まれたオリジナルソング２８曲を、コード付きピアノ伴奏譜面

に編曲して収載。歌詞ページあり。 

恐竜人間 下田 昌克∥恐竜制作 パルコエンタテインメント事業部 719 

歌川国芳 歌川  国芳∥画 東京美術 721 

おりがみ大百科〔最新版〕 小林  一夫∥監修 実業之日本社 754 

音楽心理学入門 星野 悦子∥編著 誠信書房 761 

銀の森へ 沢木 耕太郎∥著 朝日新聞出版 778 

関西トレイルランニングコースガイド 山と溪谷社∥編 山と溪谷社 782 

香と香道〔第５版〕 香道文化研究会∥編 雄山閣 792 
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― 言語・文学 ― 

迷った時にすぐ引ける勘違い敬語の辞典 西谷 裕子∥著 東京堂出版 815 

漢語百題 岸田  知子∥著 大修館書店 822 

食いしん坊Ｋａｙｏのおいしい英語 重盛 佳世∥著 マガジンハウス 837 

ひと皿の小説案内 ディナ  フリード∥著 マール社 902 

季節のことば 『現代用語の基礎知識』編集部∥編 自由国民社 911.3 

－ 小説・エッセイ － 

『絶望的』  

鳥飼 否宇∥著  

原書房 分類 913.6 

准教授・増田米尊は異変に気づきつつあった。女性たちから言い寄られたり、発表用の論文が

書いた記憶のない小説に入れ替わっていたり、何者かに監視されているようだったり増田はも

ちまえの学者魂から真相を探るのだが…。 

『誓約』  

薬丸 岳∥著  

幻冬舎 分類 913.6 

愛する家族と穏やかな日々を過ごしていた向井。「あの男たちは刑務所から出ています」 

一通の手紙が封印した記憶を甦らせる…。罪とは何か、償いとは何かを問いかける究極の

長編ミステリー。『パピルス』連載を単行本化。 

居酒屋ぼったくり〔３〕 秋川  滝美∥著 アルファポリス 913.6 

乙女の家 朝倉 かすみ∥著 新潮社 913.6 

１９８１年のスワンソング 五十嵐 貴久∥著 幻冬舎 913.6 

ｔｈｅ ＳＩＸ 井上 夢人∥著 集英社 913.6 

断裂回廊 逢坂 剛∥著 徳間書店 913.6 

僕とおじさんの朝ごはん 桂  望実∥著 中央公論新社 913.6 

母になる、石の礫で 倉田 タカシ∥著 早川書房 913.6 

それを愛とは呼ばず 桜木 紫乃∥著 幻冬舎 913.6 

レオナルドの扉 真保  裕一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

槐 月村 了衛∥著 光文社 913.6 

神様のカルテ〔０〕 夏川  草介∥著 小学館 913.6 

永い言い訳 西川 美和∥著 文藝春秋 913.6 

春雷 葉室 麟∥著 祥伝社 913.6 

ＳＴＯＲＹ  ＯＦ  ＵＪＩ 林  真理子∥著 小学館 913.6 

アンダーグラウンド・マーケット 藤井 太洋∥著 朝日新聞出版 913.6 

火花 又吉 直樹∥著 文藝春秋 913.6 

出張料理・おりおり堂〔卯月～長月〕 安田 依央∥著 中央公論新社 913.6 

マリコ、カンレキ！ 林 真理子∥著 文藝春秋 914.6 

見仏記〔メディアミックス篇〕 いとう せいこう∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 915.6 

ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ  ミショー  ネルソン∥著 あすなろ書房 933 

プラダを着た悪魔リベンジ！〔上・下〕 ローレン ワイズバーガー∥著 早川書房 933 
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― ビジネス・PC － 

僕が１８年勤めた会社を辞めた時、後悔した１２のこと 和田 一郎∥著 バジリコ BU 159.4 

「任せ方」の教科書 古川 裕倫∥著 ＳＢクリエイティブ BU 336.4 

具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方 前原  真一∥著 税務研究会出版局 BU 336.9 

明治・大正の広告メディア 熊倉 一紗∥著 吉川弘文館 BU 674 

はじめよう！作りながら楽しく覚えるＡｆｔｅｒ Ｅｆｆｅｃｔｓ 木村 菱治∥著 ラトルズ PC 007 

現場で役立つＥｘｃｅｌ ＆ Ａｃｃｅｓｓデータ連携・活用ガイド 立山 秀利∥著 翔泳社 PC 007 

５０代から楽しむｉＰａｄ 馬塲 寿実∥著 地球丸 PC 548 

― 文庫・新書 ― 

空海と密教 ひろ さちや∥著 祥伝社 M 188 

顔のない幽霊 谺  雄一郎∥著 ＰＨＰ研究所 M 913.6 

願かけ 佐伯  泰英∥著 文藝春秋 M 913.6 

オーダーは探偵に〔５〕 近江  泉美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

司法取引〔上・下〕 ジョン  グリシャム∥著 新潮社 M 933 

天下泰平の時代 高埜 利彦∥著 岩波書店 S 210.5 

イスラム戦争 内藤 正典∥著 集英社 S 302.2 

男性漂流 奥田 祥子∥著 講談社 S 367.5 

アウトサイダー・アート入門 椹木 野衣∥著 幻冬舎 S 702 

― YA ― 

空想科学「理科」読本 柳田 理科雄∥著 大和書房 Y 404 

１５才までに語彙をあと１０００増やす本 アーバン出版局∥編 アーバン Y 814 

ショウ〔４〕 吉野 匠∥著 ＴＯブックス Y 913 

図書館員のオススメ本 

『ザ ワールド アバブ』 

パトリック・ツァイ∥作 うかぶ LLC 

2015年、今年のカレンダーの形をした大きな写真絵

本です。今は、にじのとしょかんの壁を美しく飾ってい

ますが、貸し出せますので、是非、おうちでご覧になっ

てください。作者の「パトリック・ツァイ」は、台湾系

アメリカ人の写真家。近年は、日本で活動しています。 

 昔々の銀河ー天高くそびえる山を舞台に娘のために

挑んだ勇敢な青年。一年間におよぶ壮大な登山の旅に出

て、さまざまな冒険を乗り越え、青年が最後にみたもの

とは？ 

この作品が、子どもだけでなく大人も楽しめる物語絵

本として、長く愛される作品になるよう願っています。 

～ ４月の予約ランキング～ 

１．鹿の王〔上・下〕 上橋  菜穂子∥著 

２．火花 又吉  直樹∥著 

３．神様のカルテ０ 夏川  草介∥著 

４．誓約 薬丸  岳∥著 

５．ようこそ、わが家へ 池井戸  潤∥著 

６．絶唱 湊  かなえ∥著 

６．マリコ、カンレキ！ 林  真理子∥著 

８．ブラックオアホワイト 浅田  次郎∥著 

９．ソロモンの偽証〔第３部〕 宮部  みゆき∥著 

９．レオナルドの扉 真保  裕一∥著 
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百人一首の成立 

『小倉百人一首』は百人の歌人について、それぞれ一首ずつを古来の秀歌から撰んで構成さ 

れた秀歌集です。鎌倉時代の大歌人 藤原定家(1162～1241)が撰んだとされています。 

これは宇都宮頼綱の山荘の室内装飾のために撰んだそうです。藤原定家の日記である『明月記』 

には、文暦 2(1235)年 5月 27日の条にこのことが書かれています。 

四季折々の自然を詠んだ歌と、男女の恋を詠んだ歌が中心になっています。 

参考図書『現色小倉百人一首』『絵でわかる百人一首』 

 

和泉図書館 

緑の季節 
だいすきがいっぱい 

カタカナ 

南部ＲＣ 

日本 

にじのとしょかん 

はかる 
スズキ コージ 

シティプラザ図書館 
城（～14日） 

料理人（16日～） 

日本 

はっけん！和泉市 

  「和泉市内の小学校（前半）」 

他の 5 月生まれの作家さん(敬称略) 

吉村昭(1 日) レオ・レオニ(5 日) 
宗田理(8 日)  山口洋子 (10 日) 

 

 

Happy Birthday!! 

朝井リョウ(5月 31日) 
 1989年、岐阜県生まれ。早稲田大学文化構想学

部卒業。高校時代にはバレーボール部に所属。ま

た、中学から高校まで応援団に入り、高校 3 年生

の体育祭では団長も務めた。2009 年、『桐島、部

活やめるってよ』で第 22 回小説すばる新人賞受

賞、現役大学生作家として注目される。大学卒業

後は就職し、仕事をしながら執筆活動を続けてい

る。他著に、『スペードの 3』、『少女は卒業しない』

『学生時代にやらなくてもいい 20のこと』など。 

参考：http://www.shinchosha.co.jp/writer/4436/ 

  
講談社出版文化賞  

さしえ、写真、ブックデザイン、絵本の４部門に

おいて、それぞれ新分野を開拓しその質的向上を

はかり、出版文化の発展に寄与することを目的と 

して、昭和 45年に創設されました。 
 

【2015年度（第46回） 絵本賞受賞 】 

石川えりこ氏 

『ボタ山であそんだころ』 

（福音館書店） 

 

参考『最新文学賞事典 2009-2013』 
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平成２７年度５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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