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おはなし会 
日時：7月 11日(土) 11:00～11:30 
内容：「おばけ」 

おやまのがっこう 

日時：7月 19日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「ドロローンおばけ」 

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 
 

 
 

万華鏡づくり 
日時：8月 23日（日）13:00～15:00 
場所：ゆうゆう・プラザ 5階和室（大） 
対象：小学生以上 
定員：20人（小学生以上） 
申込：７月 10日（金）10:00～ 

にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 
材料はこちらで用意します。すてきな世界を覗いてみ
よう！ 
 

にじのとしょかん 

 

                                                                                 
２０１５年７月１日発行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 書 館 ７ 月 の 行 事

 

 
 
 
 

このたび和泉市 5番目の図書室として７月４日(土)12：00に、 

北部リージョンセンター図書室がＯＰＥＮします。 

それに先立って行われた６月１４日 (日)のプレオープンイベント「図書館カードの事前登録会」は 

100名以上の方が新たに図書館カードを作られ、 

「本のリサイクル市」では 200名以上の方に 1700冊以上の本をお持ち帰りいただきました。 

今後も市民の皆様に愛され必要とされる図書館を作っていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします！ 

※図書館カードは市内全館共通です。すでにお持ちの方は新たに作る必要はありません。 

北部リージョンセンター図書室 

住所：〒594-0003 和泉市太町 552番地 和泉市北部リージョンセンター内 

休館日：毎月第 1金曜日・年末年始(12/29～1/3)・特別整理期間 

 

 

 

July 

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) 27日(月）

31日(金） 

南部リージョン 

センター図書室 

 ３日(金)６日(月) 

13日(月)21日(火) 

27日(月)  
 

北部リージョン 

センター図書室 

 
※４日(土)より開館 

 

なし 
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１ 水  17 金 ㊡プ 

２ 木  18 土   

３ 金 ㊡南 19 日  

４ 土  20 月 ㊡に 

５ 日  21 火 ㊡南  

６ 月 ㊡に、南 22 水  

７ 火  23 木   

８ 水  24 金  

９ 木  25 土   

10 金 ㊡和 26 日  

11 土  27 月 ㊡に、南 

12 日  28 火  

13 月 ㊡に、南 29 水  

14 火  30 木  

15 水  31 金 ㊡に 

16 木     

 

 

ＥＨＮ４８総選挙 
～センターは誰だ！真夏の大合戦～ 

投票期間：7月 1日（水）～8月 31日（月） 

投票箱設置場所：和泉図書館内 

投票結果掲示期間：10月 1日～10月 30日 

和泉図書館スタッフで選んだ 48冊の絵本の中から、 

あなたの推し絵本に投票してください♪（1人 3票まで） 
 

点字にチャレンジ！ 
～点字で名刺を作ろう～ 

開催日時：7月 29日(水)  第 1回 10:00～12:00 

第 2回 13:00～15:00 

場所：和泉図書館ミーティングルーム 

参加費無料・申込不要。どなたでも来ていただけます。 

点字のきまりを知って、自分の名刺を作ってみましょう。 
 

夏休み工作教室 
日時：8月 9日（日）10:00～12:00 

場所：和泉図書館集会室１・２ 

対象：小学生（1・2年生は保護者同伴） 

定員：40名  

申込：7月 25日（土）9:00～ 

和泉図書館カウンターまたは電話にて受付 

かえるのしかけちょきんばこをつくろう！ 
 

 

 

 

 

 

シティプラザ図書館 

今月の映画会は、和泉図書館「スタンド・バイ・ミー」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「月の輪グマ」 

夏休みこども映画会「忍たま乱太郎」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 (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 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)子どものための映画会（11 日） 

夏休みこども映画会  （26 日） 

午後 2 時～ 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） 

和泉図書館 

★北部 RC図書室 OPEN 

★点字にチャレンジ！（和） 

★ＥＨＮ４８総選挙投票開始！（和）

～8 月 31 日まで 

夏休み・読書感想文おたすけ袋を貸出します！ 

期間：7月 18日（土）～7月 31日（金） 

場所：シティプラザ図書館児童コーナー 

夏休みの宿題、「読書感想文」の手助けに図書館スタ

ッフが選んだ本、3冊を貸出します。 

130セットご用意しています。なくなり次第終了で

す。 
 

ＢＯＯＫＵＮからの挑戦状 iｎ夏休み 
日時：8月 9日（日）14:00～16:00 

場所：シティプラザ 3階学習室１-B 

対象：小学生 定員：10名 

申込：7月 18日（土） 9:00～ 
シティプラザ図書館カウンターまたは電話にて受付 

図書館クイズにチャレンジ！これで君も図書館マス

ターだ！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

手作り万華鏡 
日時：8月 5日（水）13:30～15:00  
場所：北部リージョンセンター集会室１ 
対象：幼児～小学生（小学低学年以下は保護者同伴） 
定員：20名 
申込：7月 8日（水）10:00～ 

北部 RC図書室カウンターまたは電話にて受付 
すてきな万華鏡をつくりましょう！ 
 
 

北部 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 ― 

場所としての図書館・空間としての図書館 根本 彰∥著 学文社 012 

子どもと読みたい絵本２００  洋泉社 019 

世界の美しい本屋さん 清水 玲奈∥著 エクスナレッジ 024 

人生が思い通りになる「シンプル生活」 ワタナベ 薫∥著 マガジンハウス 159.6 

キリシタン大名 岡田 章雄∥著 吉川弘文館 198 

― 歴史・地理 ― 

戦国貴族の生き残り戦略 岡野 友彦∥著 吉川弘文館 210.4 

もう一つの「幕末史」 半藤 一利∥著 三笠書房 210.5 

徳川家康 小和田 哲男∥監修 平凡社 289 

魅惑の京都ふしぎ発見 蒲田 春樹∥著 ＰＨＰ研究所 291 

― 社会科学 ― 

             『くさい食べもの大全』 

小泉 武夫∥著 

東京堂出版 分類 383 

納豆、チーズ、くさや、ヘビ、ドリアン…。著者がこれまで世界中で口にしてきた食品の中

から、くさいものを選りすぐって紹介。「くさい度数」を星の数で認定し、歴史的・文化的な

背景や学術的なエピソードも盛り込む。 

低欲望社会 大前 研一∥著 小学館 304 

困難な選択〔上・下〕  ヒラリー ロダム クリントン∥著 日本経済新聞出版社 319 

基礎からわかる法令用語 長野 秀幸∥著 学陽書房 320 

依存症からの脱出 直江 文子∥著 北辰堂出版 369.8 

受験計画の立て方 和田 秀樹∥著 ブックマン社 376 

妖怪 小松 和彦∥監修 有楽出版社 388 

― 自然科学 ― 

             『睡眠障害のなぞを解く』 

櫻井 武∥著 

講談社 分類 493.7 

         丌眠症、過眠症、睡眠時随伴症といった睡眠障害のしくみをわかりやすく解説し、「本当によ

い睡眠」をとるコツを紹介。精神疾患や認知症など、睡眠障害と関係する代表的な病気も取り

上げる。睡眠障害セルフチェックリストつき。 

身につく気象の原理 横川 淳∥著 技術評論社 451 

倭人への道 中橋 孝博∥著 吉川弘文館 469 

徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか 稲垣 栄洋∥著 東洋経済新報社 470 

動物たちは何を考えている？ 藤田 和生∥編 著 技術評論社 481 

ボケない介護食。しかも、美味しい。 村上 祥子∥著 ブックマン社 498.5 



 

4 

― 技術 ― 

書斎で愉しむ鉄道模型ミニレイアウト 日本鉄道模型連合会∥監修 成美堂出版 507 

聖地建築巡礼  エクスナレッジ 520 

生活用品の化学が一番わかる 武田 徳司∥著 技術評論社 570 

おしゃれな足もとコーディネートＢＯＯＫ〔２〕  宝島社 589 

― 手芸・料理・家庩医学－ 

いちばんやさしい和裁の基本 松井 扶江∥監修 ナツメ社 593.1 

ハンドメイドの素敵なブレスレット ａＹａ∥著 成美堂出版 594.4 

ジャースムージー＆サラダ ＷＯＯＮＩＮ∥著 主婦の友社 596.7 

ばあちゃん助産師（せんせい）こころの子育て 坂本 フジヱ∥著 産業編集センター 598 

― 産業 － 

『「お世話になっております」を英語で言えますか？』 

デイビッド セイン∥著  

ナツメ社 分類 670 

ビジネス英会話を、マンガと解説で楽しく学べる本。日本人が間違いやすいポイントや、あ

わせて覚えたい関連単語＆フレーズも紹介する。巻末に仕事で使える「シーン別役立ちビジ

ネスフレーズ」を掲載。 

ニッポン産業遺産の旅 二村 悟∥監修 平凡社 602 

生きもの語り 宇根 豊∥著 家の光協会 613 

私にもできる！はじめての花づくり〔改訂版〕  ブティック社 627 

近鉄奈良線 藤原 浩∥著 彩流社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

シルバ～アート  老人芸術 鞆の津ミュージアム∥監修 朝日出版社 702 

キュンとかわいいボールペンイラストＢＯＯＫ  加藤 愛里∥著 高橋書店 726 

デジタル一眼露出＆ＷＢ早わかりＱ＆Ａ１５０ 河野 鉄平∥著 玄光社 746 

世界で一番美しい色彩図鑑 ジョアン エクスタット∥著 創元社 757 

自転車の教科書〔身体の使い方編〕 堂城 賢∥著 小学館 786 

脳が目覚める！けん玉レッスン 白澤 卓二∥監修 主婦と生活社 798 

― 言語・文学 ― 

ＴＥＤトーク世界最高のプレゼン術〔実践編〕 ジェレミー ドノバン∥著 新潮社 809 

仏教からはみだした日常語 小林 祥次郎∥著 勉誠出版 812 

吉本隆明最後の贈りもの 吉本 隆明∥著 潮出版社 911 

木にたずねよ 和合 亮一∥著 明石書店 911.5 

― ビジネス・PC － 

失敗力 ＴＡＫＵＲＯ∥ほか 述 ＫＡＤＯＫＡＷＡ BU 159.4 

これで解決。働くママが必ず悩む３６のこと 毛利 優子∥著 日本実業出版社 BU 366 

実践版「孫子の兵法」で勝つ仕事術 福田 晃市∥著 明日香出版社 BU 399 

最速で成果を出すリスティング広告の教科書 山田 案稜∥著 技術評論社 BU 674 

おうちで学べる仮想化のきほん 高岡 将∥著 翔泳社 PC 007 

こどもプログラミング読本 風穴 江∥ほか 著 技術評論社 PC 007 
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－ 小説・エッセイ － 

『世界はゴ冗談』 

筒井 康隆∥著 

新潮社 分類 913.6 

筒井康隆８０歳、文学の道化にして帝王、巨匠にして最前衛。ＳＦと震災の融合「丌在」、

爆笑の表題作などを収録した、驚異の傑作短篇集。 

 

 

『ひとかどの父へ』 

深沢 潮∥著 

朝日新聞出版 分類 913.6 

幼くして生き別れた、憧れの父が在日朝鮮人？ ある日突然知った事実に衝撃を受けた朋美 

は…。「愛せない自分」と向き合う女性を描く、著者渾身の物語。『ＦｅｅｌＬｏｖｅ』連載 

を大幅に加筆修正して単行本化。 

 

還暦シェアハウス 泉 麻人∥著 中央公論新社 913.6 

虹猫喫茶店 坂井 希久子∥著 祥伝社 913.6 

樹海 鈴木 光司∥著 文藝春秋 913.6 

ブックのいた街  関口 尚∥著 祥伝社 913.6 

信長の笑み、光秀の涙 辻  大悟∥著 双葉社 913.6 

あなたが消えた夜に 中村 文則∥著 毎日新聞出版 913.6 

アンタッチャブル 馳 星周∥著 毎日新聞出版 913.6 

いまのはなんだ？地獄かな 花村 萬月∥著 光文社 913.6 

流 東山 彰良∥著 講談社 913.6 

死屍累々の夜 前川 裕∥著 光文社 913.6 

リバース 湊 かなえ∥著 講談社 913.6 

トットひとり 黒柳 徹子∥著 新潮社 914.6 

二度寝とは、遠くにありて想うもの 津村 記久子∥著 講談社 914.6 

よれよれ肉体百科 群 ようこ∥著 文藝春秋 914.6 

夏の沈黙 ルネ ナイト∥著 東京創元社 933 

他人の墓の中に立ち イアン ランキン∥著 早川書房 933 

― 文庨・新書 ― 

５０代から強く生きる法 佐藤 伝∥著 三笠書房 M 159.7 

風呂ソムリエ 青木 祐子∥著 集英社 M 913.6 

きっと、夢にみる 中島 京子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

狂おしい夜 鯨 統一郎∥著 徳間書店 M 913.6 

やってはいけない「実家」の相続 天野 隆∥著 青春出版社 S 324 

沈みゆく大国アメリカ 逃げ切れ！日本の医療 堤 未果∥著 集英社 S 498 

宮本武蔵謎多き生涯を解く 渡邊 大門∥著 平凡社 S 789 

辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術 飯間 浩明∥著 ＰＨＰ研究所 S 810 
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― YA ― 

スラスラ書ける「志望理由書・小論文」の超キホン講座〔改訂４版〕 石橋 知也∥著 エール出版社 Y 376 

１４歳からのケンチク学 五十嵐 太郎∥編 彰国社 Y 520 

思春期 小手鞠 るい∥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

～ ６月の予約ランキング～ 

1． ラプラスの魔女 東野  圭吾∥著 

２．リバース 湊  かなえ∥著 

３．火花 又吉  直樹∥著 

４．家族という病 下重  暁子∥著 

５．過ぎ去りし王国の城 宮部  みゆき∥著 

６．あなたが消えた夜に 中村  文則∥著 

７．マインド 今野  敏∥著 

７．ウツボカズラの甘い息 柚月  裕子∥著 

９．服を買うなら、捨てなさい 地曳 いく子∥著 

．長いお別れ 中島  京子∥著 

図書館員のオススメ本 

 『ご破算で願いましては  

みとや・お瑛仕入帖』 

梶  よう子∥著 新潮社 

事故で両親を失ったお瑛。兄と二人でようや

く店を開く。なんでも三十八文で売るので「み

とや」いわば江戸の百均。能天気な兄が仕入

れてくる困った品々にてんてこまい。いわく

ありげな品々をめぐる謎が、思わぬ人間模様

を…。そして亡き父の秘密まで…。ちょっと

切なくて、でも心が晴れやかになる時代小説

です。 
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 七夕とそうめん 

そうめんの原型は、「索餅（さくべい）」という米の粉と小麦の粉を練った縄のような

形の揚げ菓子でした。 

７月 7 日に亡くなった皇帝の息子が鬼になり、病をはやらせたので索餅を供えたと

いう古代中国の伝説もあり、７月７日にそうめんを食べるようになりました。 

七夕に食べるそうめんを「鬼の腸（はらわた）」ともいい、これを食べると邪気を払

い、病気にならないとされています。 

 

参考図書『四季の年中行事と習わし』『おりおりに和暦のあるくらし』 

他の 7 月生まれの作家さん(敬称略) 

塩野七生(7 日) よしもとばなな (8 日) 
桜庭一樹(9 日) J･K･ローリング(31 日) 

 

Happy Birthday!! 

Ｃ.Ｗ.ニコル (7月 17 日) 
 作家、探検家、ナチュラリスト。1940年イギリス・

サウスウェールズ生まれ。英国の教育大学を中退し

て、20歳でカナダに移住。62年に空手修行の為、 

初来日。65～67年カナダ水産研究所北極生物基地で

海洋哺乳動物を研究し、この間捕鯨監視員として日

本のキャッチャーボートに乗り込む。69年再来日、

日本大学で水産学を学び、日本の捕鯨に興味を抱き、

78年和歌山県太地町にて取材を始める。この取材を

もとに、のちに小説「勇魚」を書き上げる。80年に

日本女性と結婚し、日本永住権を取得。著書「風を

見た少年」は 99年にアニメ化された。 

参考：『最新海外作家事典』 

 

 

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 
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平成２７年度７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。 

◆北部リージョンセンター図書室 （2015 年 7 月 4 日より開館）  ℡９０-７５１２ 

開館時間 …午前１０時～午後８時 ※7 月 4 日のみ、正午 12 時～午後 8 時で開館します。 

 

http://www.library.izumi.osaka.

jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP 

 
2 9 15 

2 

30 

8 23 29 

23 

29 

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、周辺自動車

文庫駐車場は、６月の巡回をもって終了いたしました。 

これまでご利用いただき、誠にありがとうございました。 
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