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今月のお休み 

和泉図書館 

12日(金)  

 

シティプラザ図書館 

 

19日(金)  

 

にじのとしょかん 

 
１日(月) ８日(月) 

15日(月) 22日(月）

26日(金）29日(月） 

南部リージョン 

センター図書室 

 １日(月) ５日(金) 

８日(月) 15日(月) 

22日(月)29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。 

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◆ 

 

 

５月１７日（日）に和泉図書館にて、「パパもじぃじもえほんよんで！」を 

開催しました。講師には絵本あれこれ研究家 加藤 啓子さんをお招きし、 

会場にたくさん並んだ絵本を実際に読みながら、読み聞かせについてのお話を 

していただきました。 

子どもはもちろん大人もつい声をあげて笑ってしまうような楽しいお話ばかりでした。途中には参加者の

方と当館館長とで、絵本の登場人物になって関西弁で絵本を読む一場面も。絵本をきっかけにお子さんと

の時間を楽しんでもらいたい、という加藤さんの思いが伝わったのか、帰ってゆく参加者の皆さんの笑顔

が印象的でした。 

加藤 啓子さん、参加されたみなさん、ほんとうにありがとうございました！ 

パパもじいじもえほんよんで！ 

 

June 
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おはなし会 

日時：6月 13日(土) 11:00～11:30 
内容：「あめのおはなし」 

おやまのがっこう 

日時：6月 21日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「たなばた」 

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 

 

 
絵本とおはなしの時間 

日時：6月 7日（日）14：30～14：45 
場所：にじのとしょかん 絵本のコーナー 
対象：小学生以上 
 

おりがみであそぼう 
日時：7月 23日（木）13：00～15：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ 5階 和室（大） 
定員：20名 
申込：6月 10日（水）10：00～ 
   にじのとしょかんカウンターまたは電話にて 

定員に達するまで受付 
 

スズキコージの 
ステキなかんむりをつくってパレードしようぜい！ 
日時：7月 26日（日）13：00～15：00 
場所：ゆう・ゆうプラザ１階 大会議室 
定員：100名（見学のみの参加可） 
持ち物：かんむり作りの材料・衣装・楽器 
    （無くても可） 
申込：6月 10日（水）10：00～ 
   にじのとしょかんカウンターまたは電話にて 

定員に達するまで受付 
 

にじのとしょかん 

 

１ 月 ㊡に、南 16 火  

２ 火  17 水   

３ 水  18 木  

４ 木  19 金 ㊡プ 

５ 金 ㊡南 20 土   

６ 土  21 日  

７ 日  22 月 ㊡に、南 

８ 月 ㊡に、南 23 火  

９ 火  24 水   

10 水  25 木  

11 木  26 金 ㊡に 

12 金 ㊡和 27 土  

13 土 ★むかしあそびをしよう（プ） 28 日  

14 日  29 月 ㊡に、南 

15 月 ㊡に、南 30 火  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉図書館・シティプラザ図書館６月の行事 

 

 

 

 

むかしあそびをしよう 

日時：6月 13日(土) 14:00～14：30 
場所：シティプラザ図書館内おはなし室 
対象：幼児から小学生・高齢者 
内容：いとでんわ 

 

 

 

シティプラザ図書館 

今月の映画会は、和泉図書館「アメリカ物語」 

シティプラザ図書館 みんなでシネマ「ナイト&デイ」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 

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 (11 日) ・おはなし会 (20 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) 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 

（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） 
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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 ― 

『あっ！命の授業』 

ゴルゴ松本∥著 

廣済堂出版 分類 159 

後輩芸人たちに漢字や歴史の話をしながら、日本の凄さを探求する「ゴルゴ塾」。少年院でも行

っている著者の心を変える言葉の授業を書籍化。感動のメッセージや、楽しく生きるためのヒ

ントが満載。 

ＴＨＥ  ＢＯＯＫ  ＯＦ  ＴＲＥＥＳ マニュエル  リマ∥著 ビー・エヌ・エヌ新社 002 

本で床は抜けるのか 西牟田  靖∥著 本の雑誌社 024 

人はなぜ、「そっち」を選んでしまうのか 内藤 誼人∥著 青春出版社 140 

一生お金に困らない生き方 心屋 仁之助∥著 ＰＨＰ研究所 159 

― 歴史・地理 ― 

大迫力！写真と絵でわかる古事記・日本書紀 加唐  亜紀∥著 西東社 210.3 

クリミア戦争〔上・下〕 オーランドー ファイジズ∥著 白水社 238 

戦国軍師列伝 井沢 元彦∥著 光文社 281 

かくれスポット大阪〔続〕 吉村  智博∥著 解放出版社 291 

― 社会科学 ― 

ニュースで伝えられないこの国の真実 辛坊 治郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 304 

それでもボクは会議で闘う 周防  正行∥著 岩波書店 327 

大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀 利宏∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 331 

中古マンション本当にかしこい買い方・選び方 針山 昌幸∥著 日本実業出版社 365 

子どもはみんな問題児。 中川  李枝子∥著 新潮社 379.9 

ラグジュアリー・ウエディングパーフェクトプランＢＯＯＫ  世界文化社 385 

― 自然科学 ― 

面白くて眠れなくなる数学ファイナル 桜井  進∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 410 

アインシュタイン相対論の１００年  ニュートンプレス 421 

山野草の呼び名事典 亀田 龍吉∥写真 文 世界文化社 470 

ゲームをするサル ダリオ  マエストリピエリ∥著 雄山閣 489 

冷え症・貧血・低血圧 南雲 久美子∥監修 主婦の友社 493.1 

― 技術 ― 

知的財産権のしくみ〔最新版〕 渡辺 弘司∥監修 三修社 507 

ガウディと井上雄彦  マガジンハウス 523 

パナソニック人事抗争史 岩瀬  達哉∥著 講談社 540 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

荻原博子のどんと来い、老後！ 荻原  博子∥著 毎日新聞出版 591 

かんたん！かわいい！みんなのマカロンポーチ〔増補新版〕  パッチワーク通信社 594.7 

ひとりぶんのおうちご飯 足立 洋子∥著 講談社 596 
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― 産業 － 

『猫のためのかんたんトッピングごはん』 

小林 豊和∥監修  

文化学園文化出版局 分類 645 

いつものキャットフードに、食材をプラスするトッピングごはん。オススメ食材や基本の調理法

をはじめ、効果別トッピングごはん、病気予防レシピなどを紹介する。知っておくと安心な猫の

ごはんＱ＆Ａも収録。 

育てておいしいヘルシー植物 ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 617 

ハンギングを楽しむ寄せ植えノート 黒田 健太郎∥著 家の光協会 627 

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿〔’１５～’１６〕  実業之日本社 645 

「この木の名前、なんだっけ？」というときに役立つ本 菱山 忠三郎∥写真と文 主婦の友社 653 

カメ飼いのきほん カメ飼い編集部∥編 誠文堂新光社 666 

寝台列車の図鑑 栗原  景∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 686 

― 芸術・スポーツ ー 

『はじめてのカラフル切り絵』 

ゆまあひｍａｋｉ∥著 

誠文堂新光社 分類 726 

切り絵なのに華やか！ 色紙でカラフルに仕上げる新しい切り絵を紹介。草花や動物、アル

ファベットなど初心者も楽しく作れる作品を中心に全１００点を収録する。コピーして使え

る型紙集付き。 

岡本藝術 岡本 太郎∥作 小学館クリエイティブ 708 

絵本の絵を読み解く 杉浦  範茂∥著  ブックデザイン 読書サポート 726 

はじめてのレコード レコードはじめて委員会∥著 ＤＵ ＢＯＯＫＳ 760 

紙芝居入門〔１・２〕  一声社 779 

頂点への道 錦織  圭∥著 文藝春秋 783.5 

毛筆で書く茶の湯の手紙お手本帖 淡交社編集局∥編 淡交社 791 

― 言語・文学 ― 

一目置かれる大和言葉の言いまわし 山岸  弘子∥監修 宝島社 810 

ネイティブ流奇跡の英速読 デイビッド セイン∥著 秀和システム 837 

小説の読み方／論文の書き方〔改訂版〕 野間  正二∥著 昭和堂 901 

女たちの平安宮廷 木村  朗子∥著 講談社 913.3 

― ビジネス・PC － 

一生成長し続ける人が大事にしている、五賢人の言葉 小宮 一慶∥著 ＳＢクリエイティブ BU 335.1 

国際タックスプランニング入門 田川 利一∥著 中央経済社 BU 336.9 

金持ち父さんのアンフェア・アドバンテージ ロバート  キヨサキ∥著 筑摩書房 BU 338 

はじめての労働法〔第５版〕 尾崎 哲夫∥著 自由国民社 BU 366 

お仕事にすぐ使えるＰＣスキルが楽しく身につくレシピ 国本 温子∥執筆 学研パブリッシング PC 007 

ネットの危険を正しく知るファミリー・セキュリティ読本 一田  和樹∥著 原書房 PC 007 

プロの現場で使われているＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒの「超速」テクニック 高橋 としゆき∥著 インプレス PC 007 

プログラミング言語Ｃ＋＋ ビャーネ ストラウストラップ∥著 ＳＢクリエイティブ PC 007 
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－ 小説・エッセイ － 

『ＥＰＩＴＡＰＨ東京』 

恩田  陸∥著 

朝日新聞出版 分類 913.6 

東日本大震災を経て、東京五輪へ。少しずつ変貌していく「東京」を舞台にした戯曲「エピタ

フ東京」を書きあぐねている“筆者”は、ある日、自らを吸血鬼だと名乗る謎の人物と出会い

…。『一冊の本』連載を加筆修正し単行本化。 

『浪華（なにわ）古本屋騒動記』 

堂垣  園江∥著 

講談社 分類 913.6 

名物古書店の三代目が、古本屋たちに宝探しの号令をかけた。若者、曲者、正直者の古本屋

たちが、人生の再起を賭けて動き出す。手に入れるのは、金か、愛か、ただの紙くずか。『群

像』掲載を単行本化。 

武道館 朝井  リョウ∥著 文藝春秋 913.6 

大坂誕生 片山 洋一∥著 朝日新聞出版 913.6 

太宰治の辞書 北村  薫∥著 新潮社 913.6 

岩窟姫 近藤  史恵∥著 徳間書店 913.6 

ごんたくれ 西條  奈加∥著 光文社 913.6 

歪んだ蝸牛 田中  経一∥著 幻冬舎 913.6 

土方歳三〔上・下〕 富樫  倫太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

掟上今日子の推薦文 西尾 維新∥著 講談社 913.6 

モダン 原田  マハ∥著 文藝春秋 913.6 

ウドブノ ヒキタ クニオ∥著 光文社 913.6 

過ぎ去りし王国の城 宮部  みゆき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

田園発港行き自転車〔上・下〕 宮本  輝∥著 集英社 913.6 

森は知っている 吉田  修一∥著 幻冬舎 913.6 

貧乏の神様 柳 美里∥著 双葉社 914.6 

ザ・ドロップ デニス  ルヘイン∥著 早川書房 933 

イザベルに アントニオ タブッキ∥著 河出書房新社 973 

― 文庫・新書 ― 

決めて断つ 黒田 博樹∥著 ベストセラーズ M 783.7 

虹の別れ 芦川  淳一∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

四谷怪獣殺人事件 風野 真知雄∥著 文藝春秋 M 913.6 

身代金 和久田  正明∥著 徳間書店 M 913.6 

国王陛下の新人スパイ スーザン イーリア マクニール∥著 東京創元社 M 933 

戦国武将の明暗 本郷 和人∥著 新潮社 S 210.4 

あと２０年でなくなる５０の仕事 水野  操∥著 青春出版社 S 366 

ムダながん治療を受けない６４の知恵 小野寺 時夫∥著 講談社 S 494 

ドキュメントコンピュータ将棋 松本 博文∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ S 796 

人間の愚かさについて 曽野 綾子∥著 新潮社 S 914.6 
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― YA ― 

ＴＨＥ  ＢＯＯＫＳ  ｇｒｅｅｎ ミシマ社∥編 ミシマ社 Y 019 

イラストお手紙３６５日 ｍｉｚｕｔａｍａ∥著 日東書院本社 Y 726 

人類最強の初恋 西尾 維新∥著 講談社 Y 913 
 

☆第６１回青少年読書感想文コンクール課題図書一覧☆ 
 

小学校低学年 

『かあさんのしっぽっぽ』 村中  李衣∥作 藤原  ヒロコ∥絵 ＢＬ出版 

『あしたあさってしあさって』 もりやま  みやこ∥作 はた  こうしろう∥絵 小峰書店 

『はこぶ』 鎌田  歩∥作  絵  教育画劇 

『クレヨンからのおねがい！』 ドリュー  デイウォルト∥文 オリヴァー  ジェファーズ∥絵 木坂  涼∥訳 ほるぷ出版 

小学校中学年 

『パオズになったおひなさま』 佐和  みずえ∥著 宮尾  和孝∥絵 くもん出版 

『かぐやのかご 』 塩野  米松∥作 はまの  ゆか∥絵 佼成出版社 

『お話きかせてクリストフ』 ニキ・コーンウェル∥作 渋谷  弘子∥訳 中山  成子∥絵 文研出版 

『ぼくはうちゅうじん』 中川  ひろたか∥ぶん はた  こうしろう∥絵 アリス館 

小学校高学年 

『レジェンド！』 城島  充∥著 講談社 

『ぼくの、ひかり色の絵の具』 西村  すぐり∥作 ポプラ社 

『ぼくとテスの秘密の七日間』 アンナ・ウォルツ∥作 野坂  悦子∥訳 きたむら  さとし∥絵 フレーベル館 

『ちいさなちいさな』 ニコラ  デイビス∥文 エミリー  サットン∥絵 越智  典子∥訳 ゴブリン書房 

中学校 

『うなぎ一億年の謎を追う』 塚本  勝巳∥著 学研教育出版 

『夏の朝』 本田  昌子∥著 福音館書店 

『ブロード街の１２日間』 デボラ・ホプキンソン∥著 千葉  茂樹∥訳 あすなろ書房 

高等学校 

『マララ』 マララ・ユスフザイ∥著 パトリシア  マコーミック∥著 道傳  愛子∥訳 岩崎書店 

『ペンギンが教えてくれた物理のはなし』 渡辺  佑基∥著 河出書房新社 

『希望の海へ』 マイケル・モーパーゴ∥作 佐藤  見果夢∥訳 評論社 

※6月 15日～8月 31日の課題図書の貸出については、p.７をご覧ください。

図書館員のオススメ本 

『人生はニャンとかなる！  

明日に幸福をまねく６８の方法』 

水野 敬也・長沼 直樹∥著  

１枚１枚に素敵な言葉が詰まった写真集。 

心が温まるだけではなく、勉強になるような偉

人の名言やエピソードも多数載っています。 

そして何よりも癒されるのが可愛い猫の写真。

たくさんの可愛いそしてたまに面白い（！？）

猫の写真を見ながら、忙しい生活の中で忘れて

しまいそうになる「大切なこと」をもう一度学

んでみませんか？ 

 

～ 5 月の予約ランキング～ 

1．過ぎ去りし王国の城 宮部 みゆき∥著 

１．火花 又吉 直樹∥著 

３．ラプラスの魔女 東野 圭吾∥著 

４．田園発港行き自転車〔上・下〕 宮本 輝∥著 

５．閉門謹慎 佐伯 泰英∥著 

６．鹿の王〔上・下〕 上橋 菜穂子∥著 

７．森は知っている 吉田 修一∥著 

８．ナイルパーチの女子会 柚木 麻子∥著 

９．お金が貯まる財布のひみつ 横山 光昭∥著 
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 ６月１０日は「時の記念日」です 

1920（大正 9）年に生活改善同盟会が制定したもので、「日本書紀」に 671（咸亨 2）年の 4月 25日 

（太陽暦に直すと 6月 10日）に漏刻と呼ばれる水時計を新しい台に置き、鐘や鼓で人々に時刻を知らせた 

と記述されていることが由来です。 

時を刻む時計の歴史としては、エジプトで紀元前 3000年頃日時計が使用されており、紀元前 1500年頃 

には水時計が実用化されていました。ヨーロッパで 1300年頃、機械時計が発明されました。 

ちなみに日本で「時間」という語が誕生したのは 1873（明治 6）年だそうです。 

参考図書 『すぐ役立つ 366 日記念日事典』 『時と時計の百科事典』 

 

 

和泉図書館 

ボクたちのことニガテだよね… 

なまえ 
ＧＡＭＥ 

 

南部ＲＣ 

職業 

 

にじのとしょかん 

こびと 
ラッセル・ホーバン 

シティプラザ図書館 
時間（～18日） 

パワーアップ（20日～） 

ポジティブ思考 

はっけん！和泉市 

 「和泉市内の小学校」 

他の 6 月生まれの作家さん(敬称略) 

又吉直樹(2 日) 山田悠介(8 日) 
有川浩(9 日)   池井戸潤(16 日) 

 

 

Happy Birthday!! 

碧野 圭 (6 月 21 日) 
 1959年、愛知県名古屋市生まれ。東京学芸大学

教育学部卒業。フリーライターとして活動した後、

出版社勤務を経て 2006 年に小説デビュー。2007

年に刊行された『ブックストア・ウォーズ』が 2012

年に『書店ガール』として改題文庫化されてヒッ

ト。2014 年、『書店ガール』シリーズで第 3 回静

岡書店大賞「映像化したい文庫部門」で大賞を受

賞する。他著に、『銀盤のトレース』『雪白の月』

『失業パラダイス』など。 

参考：「めざせ！書店訪問 100店舗」（碧野圭公式ブログ） 

 

課題図書は毎年多くの方が利用されるため、 

下記の通り取扱いを変更させていただきます。

○取扱変更期間 ６月１５日（月）～８月３１日（月）  

○貸出期間 １週間（延長はできません） 

○課題図書の貸出・予約はお一人様 １冊 

○課題図書の予約は窓口・お電話でのみ受付 

  （青い図書館カードの方のみ） 

また上記の期間中、今年の課題図書は窓口でのみ受

付(本棚には並んでいません)となります。 
１人でも多くの方に利用していただくため、みなさ
まのご理解・ご協力をお願いします。 
ご不明な点がありましたらお気軽にスタッフまでお
問い合わせください。 

201５年度の課題図書の一覧は、 
図書館だより P.６に載せています。 

 

課題図書について 

http://aonokei.cocolog-nifty.com/ 
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平成２７年度６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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