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夏休みの特別教室 

日時：8月１日(土) 11:00～11:30 
定員：先着 20名 
内容：「ダンボールでパズルをつくろう」 

 

おはなし会 

日時：8月 8日(土) 11:00～11:30 
内容：「なつ」 

おやまのがっこう 

日時：8月 16日(日) 11:00 ～ 11:30 
内容：工作「うちわ」 
 
どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

 

南部 RC図書室 

 

 
 
 

おはなし会 

日時：8月 16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 
 

書庫の日 
日時：8月 21日（金）14：00～15：00 
内容：4 階「書庫」に入り自分で選んで借りられる日です 
場所：にじのとしょかん 
 

信太の森を知ろう 
日時：9月 12日（土）13：00～15：00 
講師：田丸 八郎さん 
場所：4階 第１研修室 
定員：小学生以上 親子 20組 
申込：8月 11日（火）10:00～ 

にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 
 

にじのとしょかん 

 

                                                                                 
２０１５年８月１日発行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 書 館 ８ 月 の 行 事

 
 

 

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（1人 3票まで）に投票してください♪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

シティプラザ図書館 

 
 
 
 

August 

August 

和泉図書館 

 

 

 

教育講演会 
～わが子を理系に育てる～ 

日時：8月 22日（土）18:00～19:00  
講師：関口 芳弘さん 

（国立研究開発法人 理化学研究所） 
場所：北部リージョンセンター集会室 2 
定員：20名 
申込：8月 1日（土）10:00～ 

北部 RC図書室カウンターまたは電話にて受付 
 
 
 

北部 RC図書室 

 

夏休み工作教室 
日時：8月 2日（日）14:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ地下 1階 多目的室 

対象：小学生まで（未就学児は保護者同伴） 

定員：100名 

内容：「ひまわりの写真立て」など 

 
 

むかしあそびをしよう 
日時：8月 8日（土）14:00～14:30 

場所：シティプラザ図書館内 お話室・オアシス 

対象：幼児から小学生、高齢者 

内容：「ブーメラン」  
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夏休み科学実験教室 
日時：8月 22日（土） 
   シティプラザ図書館：10:30～12:00 和泉シティプラザ地下 1階 多目的室 
   和泉図書館：13:00～14:20 集会室 1・2 
   北部ＲＣ図書室：15:30～17:00 集会室 2 
講師：関口 芳弘さん（国立研究開発法人 理化学研究所） 
内容：少年少女時代からの化学入門～世界に誇る日本の化学力～ 
対象：小学生（1・2年生は保護者の同伴が必要です） 
定員：（和・プ） 各 30名  （北） 20名 
持ち物：筆記用具 
申込：8月 1日（土） （和・プ）9:00～ （北）10:00～ 

希望する各図書館・図書室カウンターまたは電話にて受付 

和泉図書館・シティプラザ図書館・北部ＲＣ図書室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 土  17 月 ㊡に、南 

２ 日  18 火   

３ 月 ㊡に、南  19 水  

４ 火  20 木  

５ 水  21 金 ㊡プ  

６ 木  22 土  

７ 金 ㊡北、南 23 日   

８ 土  24 月 ㊡に、南 

９ 日  25 火   

10 月 ㊡に、南 26 水  

11 火  27 木  

12 水  28 金 ㊡に 

13 木  29 土  

14 金 ㊡和 30 日  

15 土  31 月 ㊡に、南 

16 日     

 

 

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) 集会室１・２ （プ）3 階学習室 1Ａ・1Ｂ 

おりがみ教室 午後２時半～４時  

(和) 集会室１  (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 (13 日) ・おはなし会 (15 日) 

(プ)午前１１時～１１時半 お話室 

おはなし会 

(北) 午前１０時３０分～１０時５０分 

  (赤ちゃん～３才位) 

  午前１１時～１１時半(幼児～大人) 

  えほんのお部屋 

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 

すくすくタイム (和)午前１０時～１２時 

○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 

 北：北部 RC 図書室） 

今月のお休み 

和泉図書館 

14日(金)  

 

シティプラザ 

図書館 

 
21日(金)  

 

にじのとしょかん 

 
３日(月) 10日(月) 

17日(月) 24日(月）

28日（金）31日(月） 

南部リージョン 

センター図書室 

 ３日(月)７日(金) 

10日(月)17日(月) 

24日(月)31日(月) 
 

北部リージョン 

センター図書室 

 

  ７日(金） 
 

今月の映画会は、 

和泉図書館「劇場版ムーミン パペットアニメーション ムーミン谷の夏まつり」 
     

★夏休み工作教室（和） 

★夏休み科学実験教室 

 

（和・プ・北） 

★夏休み工作教室（プ） 

★むかしあそびをしよう（プ） 

★BOOKUNからの挑戦状 in夏休み（プ） 

★夏休み工作教室（北） 

北 

★教育講演会（北） 
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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 ― 

『仕事も人間関係も「いっぱいいっぱい」にならない方法』   

高橋 龍太郎∥著   

青春出版社  分類159 

現代社会に「いっぱいいっぱい」な人たちが増殖中。なぜ「いっぱいいっぱい」になってしまう

のか、心理的メカニズムを考え、テンパっている人との上手な付き合い方や、もう二度とドタバ

タしない人になるヒントを紹介します。 

ちょっとの時間で魅力ｕｐ！！本棚のディスプレイ さわだ さちこ∥著 全国学校図書館協議会 017 

いっしょにいて楽しい人の話のネタ帳 話題の達人倶楽部∥編 青春出版社 049 

ニュースの大問題！ 池上  彰∥著 さくら舎 070 

判断力批判 カント∥著 作品社 134 

ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤 美代子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 147 

大人の値打ち 川北 義則∥著 河出書房新社 159 

― 歴史・地理 ― 

吾妻鏡地名寺社名等総覧 菊池 紳一∥編 勉誠出版 210.4 

検証日本の「失われた２０年」 船橋 洋一∥編著 東洋経済新報社 210.7 

東アジアの中世城郭 臼杵 勲∥著 吉川弘文館 229 

スペイン文化入門 佐々木 孝∥著 彩流社 236 

一流の女＇ひと（が私だけに教えてくれたこと 森 綾∥著 マガジンハウス 281 

ディズニーに行く前に知っておくと得する６６の知識 みっこ∥著 文響社 291 

沈黙の山嶺＇いただき（〔上・下〕 ウェイド デイヴィス∥著 白水社 292 

― 社会科学 ― 

崩れゆく世界生き延びる知恵 副島  隆彦∥著 日本文芸社 319 

よくわかる法哲学・法思想〔第２版〕 深田 三徳∥編著 ミネルヴァ書房 321 

経済学の９５％はただの常識にすぎない ハジュン チャン∥著 東洋経済新報社 331 

最新税金のしくみ 村田 克也∥監修 三修社 345 

働きながら、親をみる 和田 秀樹∥著 ＰＨＰ研究所 369.2 

世界の学び舎 井上 直也∥文 写真 西村書店 372 

「贈る」と「お返し」のマナー〔決定版〕 松本 繁美∥監修 为婦の友社 385 

― 自然科学 ― 

狂気の科学 レト Ｕ．シュナイダー∥著 東京化学同人 402 

先生、物理っておもしろいんですか？ パリティ編集委員会∥編 丸善出版 420 

風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか 杉本 憲彦∥著 ベレ出版 451 

ＬＯＶＥ！ レイチェル バックホルツ∥著 エクスナレッジ 481 

欧米に寝たきり老人はいない 宮本  顕二∥著 中央公論新社 490 

抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤 隆佑∥著 緑書房 494 

安保徹の長寿革命 安保 徹∥著 有楽出版社 498.3 
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― 技術 ― 

『大人ボン』 

ボンボヤージュ∥著 

主婦と生活社 分類 537 

引きこもり気味なイラストレーターが４１歳を迎え、突然「大人の男」に目覚める。まず必要な

のは車。ということで自動車教習所に通い出し…。ちょっと残念な大人がカッコイイ大人を目指

して七転八倒する奮闘記をマンガで描く。 

自動車解剖マニュアル 繁 浩太郎∥著 技術評論社 537 

戦艦武蔵  洋泉社 556 

ヒット文具を生み続ける独創のセオリー 宮本 彰∥著 河出書房新社 589 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

ハンドメイドのピアス＆イヤリング 島谷 千穂∥デザイン 製作 新星出版社 594.6 

イタリア料理の基本講座 落合 務∥著 柴田書店 596.2 

育児生活ガイドＢＯＯＫ 土屋 恵司∥監修 学研パブリッシング 599 

― 産業 － 

地域ブランドクリエイターズファイル  枻出版社 601 

ボタニカルイラストで見る園芸植物学百科 ジェフ ホッジ∥著 原書房 620 

心理マーケティングの基本 梅津 順江∥著 日本実業出版社 675 

― 芸術・スポーツ ー 

『日本懐かし１０円ゲーム大全』 

 岸  昭仁∥著  

辰巳出版  分類 798 

昭和４０～５０年代頃の日本。当時の子どもたちが遊ぶ風景に、「１０円ゲーム」は欠かせない

存在だった。絶滅寸前の駄菓子屋系レトロゲームを一挙掲載するほか、いまでも１０円ゲームを

満喫できるお店なども紹介。 

現代仏師と読み解く聖なる異形の仏像 江里 康慧∥講師 綜合図書 718 

長新太の脳内地図 長 新太∥作 東京美術 726 

銅版画でつくる紙雑貨 左古 文男∥編著 日東書院本社 735 

親子でアウトドア！  枻出版社 786 

― 言語・文学 ― 

日常中国語会話フレーズＢｅｓｔ表現１１００ 加藤 勤∥著 明日香出版社 827 

古代エジプト文字ヒエログリフ入門 ステファヌ ロッシーニ∥著 河出書房新社 894 

歴史の十字路に立って 石原  慎太郎∥著 ＰＨＰ研究所 910.2 

― ビジネス・PC － 

ＩＦＲＳのしくみ〔最新版〕 あずさ監査法人ＩＦＲＳアドバイザリー室∥編 中央経済社 BU 336.9 

ビジネスｅメール英語表現事典 Ｋｅｖｉｎ Ｋｙｕｎｇ∥著 ＩＢＣパブリッシング BU 670 

覚悟さえ決めれば、たいていのことはできる 松井 忠三∥著 サンマーク出版 BU 673 

かんたんパソコン入門〔改訂６版〕 丹羽 信夫∥著 技術評論社 PC 007 

今すぐ使えるかんたんＥｘｃｅｌピボットテーブル きたみ あきこ∥著 技術評論社 PC 007 

マンガで学ぶネットワークのきほん 高橋 麻奈∥著 ＳＢクリエイティブ PC 547 
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－ 小説・エッセイ － 

『回想のぬいぐるみ警部』 

西澤 保彦∥著 

東京創元社  分類 913.6 

則竹女史の友人が遭遇した事件の真相、江角刑事が若き日に出会ったとある事件関係者の真

実など、ぬいぐるみ警部をはじめ個性的な部下たちが活躍する、全５編のユーモア本格推理。

『ミステリーズ！』掲載を単行本化。 

 

『三人屋』 

原田 ひ香∥著   

実業之日本社  分類 913.6 

朝は三女の喫茶店、昼は次女のうどん屋、夜は長女のスナック。三姉妹の店「三人屋」には、今

日もひとくせある常連客たちがやって来る…。人情エンターテインメント。『ジェイ・ノベルズ  

プラス』連載に書き下ろしを追加。 

闇に咲く あさの あつこ∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

公器の幻影 芦崎  笙∥著 小学館 913.6 

電気作家 荻野 アンナ∥著 ゴマブックス 913.6 

天満明星池 加瀬 政広∥著 双葉社 913.6 

勁草 黒川  博行∥著 徳間書店 913.6 

今日からは、愛のひと 朱川 湊人∥著 光文社 913.6 

朝が来る 辻村  深月∥著 文藝春秋 913.6 

ビオレタ 寺地 はるな∥著 ポプラ社 913.6 

黄金の時 堂場  瞬一∥著 文藝春秋 913.6 

ダークシティ 永瀬  隼介∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

鬼船の城塞 鳴神  響一∥著 角川春樹事務所 913.6 

あしたの朝子 山口  恵以子∥著 実業之日本社 914.6 

きれいの手口 内館 牧子∥著 潮出版社 914.6 

浅見光彦の日本丌思議舞台地＇ミステリースポット（の旅 内田  康夫∥著 ベストセラーズ 915.6 

王たちの道 〔３〕 ブランドン サンダースン∥著 早川書房 933 

ジハーディストのベールをかぶった私 アンナ  エレル∥著 日経ＢＰ社 956 

― 文庫・新書 ― 

空腹はなぜいいか？ 石原 結實∥著 ＰＨＰ研究所 M 498.5 

魅入られた瞳 五十嵐  貴久∥著 光文社 M 913.6 

花の嵐 辻堂 魁∥著 コスミック出版 M 913.6 

偽りの果実 イアン ランキン∥著 新潮社 M 933 

図説実話で読み解く！武士道と日本人の心 山本 博文∥監修 青春出版社 S 156 

永田鉄山 昭和陸軍「運命の男」 早坂 隆∥著 文藝春秋 S 289 

ポスト資本为義 広井 良典∥著 岩波書店 S 304 

東アジアの軍事情勢はこれからどうなるのか 能勢  伸之∥著 ＰＨＰ研究所 S 392 

じつは危ない野菜 南 清貴∥著 ワニ・プラス S 626 
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― YA ― 

絶対！盛り上がる軽音楽部１００のコツ 片桐 慶久∥監修 ヤマハミュージックメディア Y 375 

「悩み部」の結成と、その結末。 麻希  一樹∥著 学研教育出版 Y 913 

うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ∥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。

 

1． 火花 又吉  直樹∥著 

２．ラプラスの魔女 東野  圭吾∥著 

３．勁草 黒川  博行∥著 

４．朝が来る 辻村  深月∥著 

５．教団Ｘ 中村  文則∥著 

６．家族という病 下重  暁子∥著 

６．まったなし 畠中  恵∥著 

８．リバース 湊  かなえ∥著 

９．豹変 今野  敏∥著 

．贖い 五十嵐  貴久∥著 

 
．流 東山  彰良∥著 

  

  

図書館員のオススメ本 
 

『はじめましての郷土玩具』 

甲斐 みのり∥著 グラフィック社 
 

五穀農穣・病気平癒・立身出世・子

授け・安産など風土に合わせた形や素

材でつくられ、さまざまな祈りが捧げ

られてきた郷土玩具。 

郷土玩具ゆかりのお菓子や日本郷土

玩具絵図も掲載されていて、本を見て

いるだけでも楽しめますが、その土地

の景色や祭礼を訪ねてみたくなる１

冊。 

～７月の予約ランキング～ 
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 旧暦 8 月の異名(いみょう) 

旧暦 8 月の代表的な呼び方は「葉月(はづき)」といいますが、その他にも呼び方があるの

はご存知でしょうか。 

樹木の紅葉する月であることから「木染月(こぞめづき)」、秋のさなかという意味で「盛秋

(せいしゅう)」、竹の新葉が茂る時期であることから「竹の春(たけのはる)」など、他にも

秋の到来を感じさせるたくさんの呼び方があるようです。現代の8月は夏真っ盛りであり、

秋の季節を感じるには早いですが、異名とその名前が付けられた由来を想像 

してみるのも面白いかもしれません。 

参考図書：『異名・別名の辞典』 

 

和泉図書館 
生物多様性の本箱 

2015年夏 

図書館スタッフおすすめ本 

 

南部ＲＣ 

夏休みに使える！本 

 

にじのとしょかん 

みず 
近藤 薫美子 

シティプラザ図書館 

平和（～20日） 
ホラー（22日～） 

旅 
 

他の 8 月生まれの作家さん(敬称略) 

ダニエル・キイス(9日)黒柳徹子(9日)     
あまんきみこ(13日)   鳥羽亮(31日) 

 

Happy Birthday!! 

柚木 麻子(8 月 2 日) 
 1981年東京都生まれ。立教大学文学部フランス文

学科卒業。2008年「フォーゲットミー、ノットブル

ー」でオール讀物新人賞を受賞し、2010年に同作を

含む『終点のあの子』でデビュー。2013年には『嘆

きの美女』が、2015年には『ランチのアッコちゃん』

がテレビドラマ化された。著書に『あまからカルテ

ット』『早稲女、女、男』『私にふさわしいホテル』

『その手をにぎりたい』『ナイルパーチの女子会』な

ど。 

 

 

 

    

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 

○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 

 

北部ＲＣ 

暑いときの過ごしかた（８日～） 

どうぶつのほん（８日～） 

参考『新潮社公式ＨＰ 

 
http://www.shinchosha.co.jp/writer/4407/』 
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平成２７年度８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  所在地：〒594－0003 和泉市太町 552 番地 

 

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

jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP 
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13 19 
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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。 

26 


