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◆利用者のみなさまへのお願い◆ 
 

10月 24日（土）の和泉市商工まつり（於：池上曽根史跡公園）で和泉図書館が「本のリサイ

クル市」を実施する事になりました。みなさまのご自宅で、いらなくなった本がありましたら、

リサイクル市用にご寄贈ください。なお、リサイクル市の詳細につきましては来月号の図書館だ

よりでお知らせいたします。 

※本は小説（単行本・文庫本）とこどもの本（図鑑・読み物・絵本等）に限らせていただきます。 

※回収期間は 9月 1日（火）～9月 30日（水）です。本は和泉図書館にお持ちください。 

※寄贈していただいた本の取扱いについては図書館に一任していただきます。 

 

 

 

夏休み工作教室、開催！！ 
 

８月９日（日）和泉図書館にて、恒例の夏休み工作教室を開催しました。 

今年は舌を引っ張るとお金が落ちる、かえるのしかけ貯金箱を作りました。 

しかけの部分に皆さん苦戦しながらも、かえるの顔にひとりひとりの個性が表れ、 

楽しい工作教室となりました。 

8月 2日（日）シティプラザ図書館では「ひまわりの写真立て」と「紙コップマリオネット」を、 

8月 5日（水）北部リージョンセンター図書室では「オリジナル手作り万華鏡」を 

作ってもらいました。 

参加された皆さん、本当にありがとうございました。 
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 １ 火  16 水   

２ 水  17 木   

３ 木  18 金 ㊡プ 

４ 金 ㊡北、南 19 土  

５ 土  20 日   

６ 日  21 月 ㊡に 

７ 月 ㊡に、南 22 火   

８ 火  23 水   

９ 水  24 木 ㊡南  

10 木   25 金 ㊡に 

11 金 ㊡和 26 土  

12 土  27 日  

13 日  28 月 ㊡に、南 

14 月 ㊡に、南 29 火  

15 火  30 水  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (10 日) ・おはなし会 (19 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) 

  えほんのおへや 

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（12 日）午後 2 時～ 

みんなでシネマ（27 日）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～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） 

第５回 郷土学習会 

『仏像・仏画を絵で読み解く』 

日時：9月 27日（日）14:00～15:30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

定員：60名（事前申込不要・参加無料） 

講師：藤原 重夫 氏（日本画家） 

   「新・高野百景」や「和泉郷土かるた」な

どの挿絵を担当。 

有名な仏像・仏画のお話を、講師の方が描かれる

絵を交えて解説して頂きます。 

北 

おはなし会 

日時：9月 12日（土）11:00～11:30 

内容：おそとあそびのおはなし 

おやまのがっこう 

日時：9月 27日（日）11:00～11:30 

内容：折紙「秋のくだもの・やさい」 
 

どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

 

絵本とおはなしの時間 
日時：９月６日（日）14:30～14:45 

場所：にじのとしょかん 絵本コーナー 

対象：小学生以上の人 

 

ちいさいおうちのなかで、えほんをよもうよ！ 

日時：9月～11月（にじのとしょかん 開館時間内） 

場所：にじのとしょかん 絵本コーナー 

にじのとしょかんのえほんのコーナーに、ダンボー

ルで作ったちいさなおうちができあがります。 

ちいさいおうちのなかで、えほんをよもうよ！ 

 

今月の映画会は、 

和泉図書館「Ｅ．Ｔ．」 

シティプラザ図書館 こどものための映画会「かばのポトマス」 

みんなでシネマ「セント・オブ・ウーマン」 

 

★郷土学習会（和） 

図 書 館 ９ 月 の 行 事  

和泉図書館 

にじのとしょかん 

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 ― 

図書館と知的自由についての新たな展望 マーク マッカロン∥編 京都図書館情報学研究会 010 

クリエイターおすすめの絵本６５０冊  玄光社 019 

デザイナーズハンドブック [レイアウト編]  パイインターナショナル 021 

変える、広げる本との出会い 本の学校∥編 出版メディアパル 024 

孔子と魯迅 片山 智行∥著 筑摩書房 124 

パワーストーンの教科書 結城 モイラ∥著 新星出版社 147 

日本で一番わかりやすい人相診断の本 [新版] 宮沢 みち∥著 ＰＨＰ研究所 148 

病があるから素敵な人生 けん三∥著 幻冬舎 159 

― 歴史・地理 ― 

 

地図で読む世界史 柴 宜弘∥編 著 实務教育出版 203 

教養のための現代史入門 小澤 卓也∥編著 ミネルヴァ書房 209 

写真で見るペリリューの戦い 平塚 柾緒∥著 山川出版社 210.7 

図説イギリスの歴史 [増補新版] 指 昭博∥著 河出書房新社 233 

将門伝説の歴史 樋口 州男∥著 吉川弘文館 289 

ウォーキングを楽しむ本 [関西版]  京阪神エルマガジン社 291 

― 社会科学 ― 

 

中国大減速の末路 長谷川 慶太郎∥著 東洋経済新報社 302.2 

図解よくわかる火災と消火・防火のメカニズム 小林 恭一∥編 著 日刊工業新聞社 317 

現場で役立つ！ハンコ・契約書・印紙のトリセツ 鈴木 瑞穂∥著 日本経済新聞出版社 324 

地方消滅と東京老化 増田 寛也∥著 ビジネス社 334 

早引きケアマネジャー・介護職のためのケアサービス文例ハンドブック 榊原 宏昌∥著 ナツメ社 369.2 

子どもはみんな天才だ！ ひすい こたろう∥著 ＰＨＰ研究所 376 

４７都道府県・汁物百科 野崎 洋光∥著 丸善出版 383 

『旅したら豆腐メンタルなおるかな？』 

小久 ヒロ∥著 

イースト・プレス 分類２９０ 

空気読まなくても、死ななかったな－。人間関係に傷つき恐れ何に対してもオドオド。 

そんな“豆腐メンタル”な著者がほぼヤケクソで出た旅で見つけたものは？ 

自分が変わるきっかけとなった４つの旅を描くコミックエッセイ。 

『東京革命』 

石原 慎太郎∥著  

幻冬舎 分類３１８ 

複式簿記・発生主義の会計制度導入、都レンジャーの立ち上げ、ディーゼル車排ガス規制、

東京マラソンの実施…。脱官僚・変革に身を捧げた１４年の石原都政の舞台裏を赤裸々に

綴る。『ＷＩＬＬ』連載に加筆し書籍化。 
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― 自然科学 ― 

すごいぞ折り紙 [2] 阿部 恒∥編 日本評論社 414 

大宇宙驚異の新発見 臼田‐佐藤 功美子∥著 河出書房新社 440 

ジュラ紀の生物 土屋 健∥著 技術評論社 457 

面白くて眠れなくなる進化論  長谷川 英祐∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 467 

とびます！とびます！  パイインターナショナル 480 

生涯健康脳 瀧 靖之∥著 ソレイユ出版 498.3 

― 技術 ― 

ユニバーサルデザインの教科書 [第３版] 中川 聰∥監修 日経ＢＰ社 501 

日本カセットテープ大全  辰巳出版 547 

これだけ！めっき 田原 譲∥著 秀和システム 566 

大人服おしゃれセオリー 石田 純子∥監修 主婦の友社 589 

５０歳からのお金と暮らし [2015]  朝日新聞出版 591 

― 手芸・美容・料理－ 

かんたん大人のワンピース チュニック トップス  ブティック社 593.3 

編んで楽しい毛糸のざぶとん  主婦と生活社 594 

効果が９割変わる「化粧品」の使い方 小西 さやか∥著 青春出版社 595 

「酢の料理」大全 吉田 靖彦∥著 旭屋出版 596 

フルーツスイーツダイアリー 星谷 菜々∥著 グラフィック社 596.6 

― 産業 － 

図解でよくわかる土壌微生物のきほん 横山 和成∥監修 誠文堂新光社 613 

育てて楽しむブドウ  栽培・利用加工 小林 和司∥著 創森社 625 

ねこ柄まにあ 单幅 俊輔∥著 洋泉社 645 

丌動産取引のしくみがわかる本 平田 康人∥著 同文舘出版 673 

交通事故損害賠償の手引 [最新版 ２０１５年改訂] 淀屋橋法律事務所∥監修 執筆 企業開発センター 681 

ひらあやまり 嬉野 雅道∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 699 

― 芸術・スポーツ ー 

 

切り絵で描く二十四節気旬の食材 久保 修∥著 えほんの杜 726 

思い通りに印を刻る篆刻上達のコツ 川内 伯豐∥著 メイツ出版 739 

竹かごハンドブック 竹かご部∥編 誠文堂新光社 754 

ことばが届く歌い手になる 飯村 孝夫∥著 太郎次郎社エディタス 767 

ハリー・ポッター魔法生物大図鑑 ジョディ レベンソン∥著 静山社 778 

速く美しく泳ぐ！４泳法の教科書 野口 智博∥著 ナツメ社 785 

『撮りに行ける風景写真』 

三好  和義∥監修 フォトカルチャー倶楽部∥編 

日経ナショナルジオグラフィック社 分類７４３ 

「３６５日フォトコンテスト」の入賞作品を中心とした日本各地の美しい風景写真２３５点を、

撮影地の地図とアクセス、周辺の観光スポットやグルメ情報などとともに収録。 

フォトインストラクターによる撮影テクニックも掲載。 
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― 言語・文学 ― 

品よく美しく伝わる「大和言葉」たしなみ帖 吉田 裕子∥監修 永岡書店 810 

しっかり！まとまった！文章を書く 前田 安正∥著 すばる舎 816 

中学英語で面白いほど日記が書ける本 小池 直己∥著 ＰＨＰ研究所 836 

作家の珈琲 コロナ ブックス編集部∥著 平凡社 910.2 

お～い俳句 伊藤園∥編 マガジンハウス 911.3 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

泥棒教室は今日も満員 赤川 次郎∥著 徳間書店 913.6 

負けるもんか 阿川 佐和子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

武士の碑 伊東 潤∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

為吉 宇江佐 真理∥著 实業之日本社 913.6 

太陽は気を失う 乙川 優三郎∥著 文藝春秋 913.6 

ガバナンスの死角 梶永 正史∥著 宝島社 913.6 

人魚ノ肉 木下 昌輝∥著 文藝春秋 913.6 

作家で十年いきのびる方法 鯨 統一郎∥著 光文社 913.6 

星空を願った狼の 高里 椎奈∥著 講談社 913.6 

神殺しの救世主 多崎 礼∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

軍艦武藏 [上・下 新版] 手塚 正己∥著 太田出版 913.6 

水曜日の凱歌 乃单 アサ∥著 新潮社 913.6 

ベトナムの桜 平岩 弓枝∥著 毎日新聞出版 913.6 

スパイラル 真山 仁∥著 ダイヤモンド社 913.6 

ベスト・エッセイ [2015] 日本文藝家協会∥編 光村図書出版 914.6 

村上さんのところ 村上 春樹∥答えるひと 新潮社 914.6 

神秘列車 甘 耀明∥著 白水社 923 

まだなにかある [上・下] パトリック ネス∥著 辰巳出版 933 

国を救った数学少女 ヨナス ヨナソン∥著 西村書店 949 

『工作名カサンドラ』 

曽根  圭介∥著 

朝日新聞出版 分類 913.6 

奥多摩山中で両耳と鼻を削ぎ落された男が発見され、刑事・荻大治郎は事件を追う。   

だが事態は、ある「極秘文書」の行方とからみ、日本の政治家やスパイ、ホワイトハウス、

元自衛隊の狙撃手までを巻き込んでいき…。 

                                 『弁天の夢』 

                                   矢野  隆∥著 

                              徳間書店 分類 913.6 

時代小説の旗手が歌舞伎の人気演目に熱風を吹き込む！江戸に名をとどろかす怪盗団 

「日本駄右衛門一味」に着せられた、侍殺しの濡れ衣。事情を探るうち、駄右衛門は   

闇組織の存在に気づき…。『読楽』掲載を加筆訂正。 
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― ビジネス・PC － 

ほんの１秒もムダなく片づく情報整理術の教科書 根岸 智幸∥著 技術評論社 BU 002 

プロフェッショナルマネジャー・ノート [2] プレジデント書籍編集部∥編 プレジデント社 BU 335.1 

お実が殺到する飲食店の始め方と運営 [’15～’16年版］ 入江 直之∥著 成美堂出版 BU 673 

ＩＣＴことば辞典 大谷 和利∥著 三省堂 PC 007 

ＩＴ現場のための残業ゼロの仕事術 日経ＳＹＳＴＥＭＳ∥編 日経ＢＰ社 PC 007 

― 文庫・新書 ― 

がんを生きる 文藝春秋∥編 文藝春秋 M 494 

ちゃんと食べてる？ 有元 葉子∥著 筑摩書房 M 596 

どんど橋 稲葉 稔∥著 光文社 M 913.6 

梨の花咲く 篠 綾子∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

幽霊小僧 鳥羽 亮∥著 徳間書店 M 913.6 

京極荘と百匹のうた猫 由似文∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

さよなら！？愛しの筋腫ちゃん 横森 理香∥著 祥伝社 M 916 

街角の書店 Ｆ．ブラウン∥ほか著 東京創元社 M 933 

騙されてたまるか 清水 潔∥著 新潮社 S 070 

薄っぺらいのに自信満々な人 榎本 博明∥著 日本経済新聞出版社 S 159 

下流老人 藤田 孝典∥著 朝日新聞出版 S 367.7 

ルポにっぽんのごみ 杉本 裕明∥著 岩波書店 S 518 

セッター思耂 竹下 佳江∥著 ＰＨＰ研究所 S 783.2 

― YA ― 

本屋になりたい 宇田 智子∥著 筑摩書房 Y 024 

赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野 万理子∥作 講談社 Y 913 

神々と戦士たち [1] ミシェル ペイヴァー∥著 あすなろ書房 Y 933 

図書館員のオススメ本 

『紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 

再生・日本製紙石巻工場』 

佐々  涼子∥著 早川書房 

東北で紙が作られていることを、あなたは知って

いましたか？例えば百田尚樹の『永遠の０』（文庫

本）など、数多くのベストセラーの紙が、宮城県の

日本製紙石巻工場の 8号抄紙機で作られています。 

2011 年 3 月 11 日、石巻工場に東北大震災の

津波が襲いかかった。従業員の誮もが工場の復興は

無理だと思った。はたして石巻工場の煙突から再び

白煙が立ちのぼり、紙をつなぐことができるだろう

か？ 

～ ８月の予約ランキング～ 

１．火花 又吉  直樹∥著 

２．あの家に暮らす四人の女 三浦  しをん∥著 

３．意次ノ妄 佐伯  泰英∥著 

４．なりたい 畠中  恵∥著 

５．流 東山  彰良∥著 

６．リバース 湊  かなえ∥著 

７．ラプラスの魔女 東野  圭吾∥著 

８．ナイトサファリのサバイバル〔１〕 ゴムドリｃｏ．∥文 

９．武士道ジェネレーション 誉田 哲也∥著 

９．強襲 笹本  稜平∥著 

９．教団Ｘ  中村  文則∥著 
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 十五夜の月 
 

 
 

旧暦八月十五日の月で、3と 5の積で「三五（さんご）の月」ともいいます。「月見る月は 

この月の月」といわれるほど一年で最も美しい月とされてきました。このため古くから十五夜

の月を愛でる習わしがありました。 

旧暦では七月・八月・九月が秋で、八月はその真ん中の秋、つまり「中秋」であるので、 

十五夜の月は「中秋の名月」とよばれます。また、十五夜には里芋や薩摩芋などのイモ類を 

供えることから「芋名月」ともよばれます。 

ちなみに今年の十五夜は 9月 27日（日）です。 

 

参考図書：『四季の年中行事と習わし 伝えていきたい日本の伝統文化』 

他の９月生まれの作家さん(敬称略) 

星新一  （6日） なかにし礼(9日)     
三浦しをん（12 日)  五木寛之 (30日) 

Happy Birthday!! 

 アガサ・クリスティー(9 月 15日) 
 1890 年 9 月 15 日イングランド南西部デヴォン洲に生

まれる。アガサは母より、目と頭に悪いから 8歳まで字

を読むなと言われていたにもかかわらず、5 歳になる前

に自分で字を読む事を覚えた。また、母親より直接教育

を受け、学校教育をわずかしか受けておらず、13歳の時

に女子校に週 2 日通い、他にはいくつかの学校に短期入

学しただけだった。 

物を書き始めたのは、学校に行かなかったため「素晴

らしく時間があったから」と話している。第一次世界大

戦では看護婦を志願、内地に勤務し薬物毒物についての

知識を得たことが推理小説執筆に大いに役立った。 

 

 

 

紫式部文学賞 
 
京都府宇治市では、「源氏物語」最後の十帖の舞台

となっていることから、源氏物語をテーマにした

まちづくりを推進しています。 

その中核となるのが、市民のアイディアをもとに

創設した「紫式部文学賞」で、伝統ある日本女性

文学の継承と発展に寄与するとともに、市民文化

の向上に資することを目的としています。 

 

【2015 年（第 25 回）受賞】 

「晩鐘」 

佐藤 愛子氏 

参考：『愛しのアガサ・クリスティー』清流出版 
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平成２７年度９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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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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