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今年も秋祭りの季節がやってまいりました。 

府中町周辺では下記の通り曳行が行われますので、交通規制等には十分にお気をつけください。 

１０月  ４日（日）試験曳き    １３：００～１６：００ 

           １０月１０日（土）宵宮曳き出し    ６：００～２２：００ 

１０月１１日（日）本宮曳き出し   ６：００～２２：００ 

なお、１０月１１日（日）「和泉だんじり連合パレード」に伴い 、 

１３：００～１６：００まで和泉府中駅周辺道路は車両進入禁止となっております。 

和泉図書館へは車での来館ができませんので、ご注意ください。 

また、期間中はフチュール和泉へつながる歩行者デッキも通行止めとなります。  

あらかじめご了承ください。 

 

◆だんじり曳行に伴う交通規制・歩行者デッキ通行止めのお知らせ◆ 

 

おはなし会    日時：10月 10日（土）11:00～11:30  内容：「おいしそうなはなし」 

おやまのがっこう 日時：10月 18日（日）11:00～11:30  内容：工作「ハロウィン」 
どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います 

ハロウィン工作教室 

日時：10月 25日（日）13:30～15:30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容：①バック・オ・ランタン 

 ②ケッケッケオバケ、かさかさスパイダー 

   どちらかを作って遊ぼう！ 

対象：小学生以下（低学年以下の方は保護者同伴） 

定員：60名（①・②各 30名） 

持ち物：はさみ、のり 

※当日 13：00より集会室前にて整理券を配布します 
 （整理券をくばる前に、どちらをつくるか決めておいてね） 

 

牛乳パックであみもの教室 

日時：11月 29日（日）13:30～15:30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

内容：牛乳パックのあみ機を作って、かわいい小物を作ろ

う♪ （さかな・きんちゃく・キャンディーの中か

らひとつ選んでね！） 

対象：幼児・小学生の親子 20組 

持ち物：はさみ 

申込：11月 1日（日）9:00～ 
和泉図書館カウンターまたは電話にて受付 

 

 

 

 

 

 

 

October 

 

 

楽しいハロウィン工作 

日時：10月 4日（日）14:00～16:00 

場所：和泉シティプラザ地下１階 多目的室 

内容:ハロウィンパンプキン、ハロウィンおばけ、 

   こうもりおばけを作ります 

対象：小学生まで（未就学児の方は保護者同伴） 

定員：100名（先着順・事前申込不要） 
 

手づくり人形「１１ぴきのねこ」 

日時：10月 15日（木）13:30～16:30 

場所：和泉シティプラザ 3階  学習室 1－A  

講師：宇野 隆子さん 

内容：絵本「11 ぴきのねこ」にでてくる、 

   ねこの人形を作ります 

定員：15 名（針、糸で裁縫が出来る方） 
費用：700 円(当日ご用意ください) 
持ち物：裁縫道具(針、糸、はさみ) 
申込：10 月５日 (月) 10：00～ 

シティプラザ図書館カウンターまたは 

電話にて受付 

 

 

 

ハロウィンおはなし会 

日時：10月 18日（日）11:00～11:30 

場所：北部ＲＣ図書室 中庭（雨天時はえほんのへや） 
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１ 木  17 土   

２ 金 ㊡北、南 18 日   

３ 土  19 月 ㊡に、南 

４ 日  20 火  

５ 月 ㊡に、南 21 水   

６ 火  22 木  

７ 水  23 金   

８ 木  24 土   

９ 金 ㊡和 25 日   

10 土   26 月 ㊡に、南 

11 日  27 火  

12 月 ㊡に 28 水  

13 火 ㊡南 29 木  

14 水  30 金 ㊡に 

15 木  31 土  

16 金 ㊡プ    

 

 

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 (8 日) ・おはなし会 (17 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)子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） 

今月のお休み 

和泉図書館 

９日(金)  

 

シティプラザ 

図書館 

 
16日(金)  

 

にじのとしょかん 

 

５日(月) 12日(月) 

19日(月) 26日(月）

30日(金) 

南部リージョン 

センター図書室 

 ２日(金)５日(月) 

13日(火)19日(月) 

26日(月) 
 

北部リージョン 

センター図書室 

 

 ２日(金） 
 

図 書 館 1 0 月 の 行 事  

北 

「絵本」という切符をもって～絵本誕生のひみつとそのチカラ：編集の現場から～ 
日時：11月 15(日) 13:00 ～15:00 
場所：ゆうゆうプラザ 4階 第 1研修室 

講師：松田 素子さん 定員：40名 対象：小学生以上 

申込：10月 10日（土）10:00～ にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 

絵本読みあいっこ大会 
日時：11月 29日(日) 13:30 ～15:00 
場所：ゆうゆうプラザ 5階 和室(小) 

定員：20名(読み手 10名、聞き手 10名) 持ち物：ご紹介いただく絵本 

申込：10月 10日（土）10:00～ にじのとしょかんカウンターまたは電話にて受付 

 

 

今月の映画会は、和泉図書館「グーニーズ」 

     

★ハロウィン工作教室（和） 

★商工まつりで 

 

和泉図書館「本の 

 
リサイクル市」 

 

★楽しいハロウィン工作（プ） 

★むかしあそびをしよう 

★手芸教室 手づくり人形 

 

 

★ハロウィンおはなし会（北） 

「１１ぴきのねこ」（プ） 

 

 

「メンコ」（プ） 
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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 ― 

『なるほどデザイン』   

筒井  美希∥著   

エムディエヌコーポレーション 分類 021 

デザインに関するものごとを「目で見て楽しめる」形にまとめた本。編集とデザインの関係性を

実例をもとに解説するほか、デザインのコツ、デザインの要素の特徴などをグラフィカルに紹介

します。 

百歳までの読書術 津野  海太郎∥著 本の雑誌社 019 

ピンチを乗り切る言い訳大全 言い訳研究会∥編 ＴＯブックス 049 

“ひとり出版社”という働きかた 西山  雅子∥編 河出書房新社 023 

夢占い大事典 〔増補改訂〕 不二 龍彦∥著 学研パブリッシング 148 

神話で訪ねる世界遺産 蔵持  不三也∥監修 ナツメ社 164 

― 歴史・地理 ― 

一気に読める「戦争」の昭和史 小川 榮太郎∥著 ベストセラーズ 210.7 

大阪府中世城館事典 中西  裕樹∥著 戎光祥出版 216.3 

解明！由来がわかる姓氏苗字事典 丸山  浩一∥著 金園社 288 

青春１８きっぷパーフェクトガイド〔２０１５－２０１６〕 谷崎 竜∥著 イカロス出版 291 

― 社会科学 ― 

ロシア転覆、中国破綻、隆盛日本 長谷川 慶太郎∥著 実業之日本社 304 

「ポツダム宣言」を読んだことがありますか？ 山田 侑平∥訳 監修 共同通信社 329 

世界を読み解く経済思想の授業 田中 修∥著 日本実業出版社 331 

年金のことならこの１冊〔第５版〕 原 智徳∥共著 自由国民社 364 

子どもと楽しむはじめての栽培 「いただきますごちそうさま」編集部∥編 メイト 376 

― 自然科学 ― 

『もしもあの動物と暮らしたら！？』 

小菅 正夫∥著  

新星出版社 分類 480 

もしもパンダやペンギン、フラミンゴと暮らしたら!? あこがれ動物の生態や行動の楽しさ、飼育

の基本的技術やおもしろさ、必要な準備や設備を解説。動物のくわしいデータや、「なるほど!」

と思えるエピソードも紹介する。 

確率を攻略する 小島 寛之∥著 講談社 417 

光と色のサイエンス  ニュートンプレス 425 

日本の白亜紀・恐竜図鑑 宇都宮  聡∥著 築地書館 457 

エピジェネティクス革命 ネッサ キャリー∥著 丸善出版 467 

図解生き物が見ている世界 田中  直樹∥著 学研パブリッシング 481 

スーパーグラフィック人体のツボ 影山 幾男∥著 ナツメ社 490 

子どもの身長を伸ばすためにできること〔新版〕 額田 成∥著 ＰＨＰ研究所 493.9 
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― 技術 ― 
 

『ドローンのすべて』 
 

洋泉社 分類 538 

民間利用が進むドローン。おもちゃから軍用まで、幅広い無人航空機の解説をするとともに、ド

ローンにまつわる事件や法規制など、ドローンの問題点や将来性にも言及する。最新ドローンカ

タログや操縦・空撮入門も収録。 

英語で伝えたい日本の世界遺産 ジャパンタイムズ∥編 ジャパンタイムズ 519 

これだけ！放射性物質 夏  緑∥著 秀和システム 539 

思い出のアナログレコードを再び楽しむ 藤本 健∥著 技術評論社 547 

酒 吉田 元∥著 法政大学出版局 588 

― 手芸・料理・家庭医学－ 

型紙いらずのまっすぐ縫い 着物リメイクで大人服、子ども服 松下 純子∥著 ＰＨＰ研究所 593.3 

プロに学ぶ新カレー教本 旭屋出版書籍編集部∥編 旭屋出版 596 

純喫茶へ、１０００軒 難波 里奈∥著 アスペクト 596.7 

好印象を与えるママ＆パパの子連れマナー 岩下  宣子∥著 主婦と生活社 599 

― 産業 － 

日本一の清流で見つけた未来の種 天野  礼子∥著 中央公論新社 601 

田んぼアートのキセキ 葛西 幸男∥著 主婦と生活社 616 

ナチュラルガーデン実例集〔増補改訂版〕  ブティック社 629 

シカの脅威と森の未来 前迫  ゆり∥編 文一総合出版 654 

ありがとよ築地 芝山  孝∥著 廣済堂出版 675 

廃駅ミュージアム 笹田 昌宏∥著 実業之日本社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

歴史のなかの石造物 山川 均∥著 吉川弘文館 714 

かわいい妖怪画 湯本  豪一∥著 東京美術 721 

Ｉ Ｌｏｖｅクラシックカメラ セイリー育緒∥著 技術評論社 742 

アリスの奇跡 キャロライン  ステシンジャー∥著 悠書館 762 

「スーパー戦隊」４０周年！  宝島社 778 

甲子園１００年物語  枻出版社 783.7 

― 言語・文学 ― 

通訳とはなにか 近藤 正臣∥著 生活書院 801 

日本語を教えよう！〔２０１６〕  イカロス出版 810 

はじめてのウズベキ〈スタン〉語 ツラポヴァ ナルギーザ∥著 明日香出版社 829 

山崎豊子スペシャル・ガイドブック 林  真理子∥ほか著 新潮社 910.2 

― YA － 

１４歳からの戦争のリアル 雨宮 処凛∥著 河出書房新社 Y 319 

管理栄養士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社 Y 498 

「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希  一樹∥著 学研教育出版 Y 913 

チームＦについて あさの あつこ∥著 角川春樹事務所 Y 913 
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－ 小説・エッセイ － 

『伏木商店街の不思議』 

太田 忠司∥著 

河出書房新社  分類 913.6 

魚屋の冒険、花屋のミステリー、メガネ屋の怪談、星降り屋の思い出…。伏木商店街は一見、

どこの街にもあるような駅前の商店街。でもどの店も、とびきり奇妙な秘密を抱えている。

ショートショートの名手が贈る、３１の物語。 

『猫に知られるなかれ』 

深町  秋生∥著   

角川春樹事務所  分類 913.6 

敗戦後の占領下、日本の再独立と復興のため、極秘裏に設立された組織があった。吉田茂の

右腕・緒方竹虎による秘密機関と異能の男たちは、通称「CAT」と呼ばれ…。『ランティエ』

連載を書籍化。 

東京零年 赤川  次郎∥著 集英社 913.6 

姫神 安部  龍太郎∥著 文藝春秋 913.6 

不愉快犯 木内  一裕∥著 講談社 913.6 

記憶破断者 小林  泰三∥著 幻冬舎 913.6 

昨日の海は 近藤  史恵∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

砂の街路図 佐々木 譲∥著 小学館 913.6 

与楽の飯 澤田 瞳子∥著 光文社 913.6 

ＪＵＳＴＩＣＥ 大門  剛明∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

痴者の食卓 西村  賢太∥著 新潮社 913.6 

スクラップ・アンド・ビルド 羽田  圭介∥著 文藝春秋 913.6 

悪役令嬢、時々本気、のち聖女。 もり∥著 主婦と生活社 913.6 

曽呂利！ 谷津 矢車∥著 実業之日本社 913.6 

本質を見通す１００の講義 森 博嗣∥著 大和書房 914.6 

戦後７０年わたしの戦争体験 小説現代∥編 講談社 916 

複成王子 ハンヌ ライアニエミ∥著 早川書房 933 

声 アーナルデュル  インドリダソン∥著 東京創元社 949 

― 文庫・新書 ― 

女性のための「老後の楽しみ方」 保坂  隆∥著 ＰＨＰ研究所 M 367.7 

『光圀伝』謎解き散歩 冲方 丁∥責任編集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 910.2 

蝶が舞ったら、謎のち晴れ 伊与原 新∥著 新潮社 M 913.6 

なみだ縮緬 中島  要∥著 角川春樹事務所 M 913.6 

７は秘密 リンジー フェイ∥著 東京創元社 M 933 

戦犯を救え 清永 聡∥著 新潮社 S 329 

辺境生物はすごい！ 長沼  毅∥著 幻冬舎 S 460   

食品表示の罠 山中 裕美∥著 筑摩書房 S 498.5 

商店街はいま必要なのか 満薗 勇∥著 講談社 S 672 

英語学習は早いほど良いのか バトラー後藤裕子∥著 岩波書店 S 807 
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― ビジネス・PC ― 

危機管理の死角 小川  和久∥著 東洋経済新報社 BU 336 

職場のＬＧＢＴ読本 柳沢 正和∥著 実務教育出版 BU 336.4 

財務会計の基礎〔第４版〕 上野  清貴∥著 中央経済社 BU 336.9 

最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド〔’１７年版〕 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 BU 366 

今すぐ使えるかんたんＷｉｎｄｏｗｓ  １０ オンサイト∥著 技術評論社 PC 007 

できるゼロからはじめるパソコン超入門〔ウィンドウズ１０対応〕 法林 岳之∥著 インプレス PC 007 

進化するプラットフォーム 出井 伸之∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ PC 007 

ＳＮＳって面白いの？ 草野 真一∥著 講談社 PC 547 

ＣＤ・ＤＶＤ（一部所蔵館以外での貸出ができないものがあります。詳しくはスタッフまで！） 

おててタッチ！  日本コロムビア CD 0 

饗宴ラフレシア 東京ﾌﾞﾗｽ･ｽﾀｲﾙ∥演奏 ハピネット CD 2 

ＴＨＥ ＢＡＤＤＥＳＴ 久保田 利伸∥歌 ＳＭＥ Ｒｅｃｏｒｄｓ CD 3 

１０周年記念 水森 かおり∥歌 Ｔｏｋｕｍａ Ｊａｐａｎ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ CD 4 

江戸川乱歩 聴く傑作短編 江戸川 乱歩∥作 ＮＨＫサービスセンター（発行） CD 7 

うたって覚えＹｏ！日本史＆世界史 小日向 えり∥ﾗｯﾌﾟ 監修 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9 

キダ・タローのほんまにすべて  ＫＩＮＧ ＲＥＣＯＲＤＳ（発売） CD 9 

スプーンたんたんたん 香川 豊∥監督 げんきげんきノンタン製作委員会 DV 0 

マダガスカル〔１〕〔２〕 ｴﾘｯｸ･ﾀﾞｰﾈﾙ∥監督 ２０世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン DV 0 

剣客商売 道場破り 井上 昭∥監督 松竹 DV 1 

インターステラー ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾉｰﾗﾝ∥脚本 製作 監督 ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント DV 2 

トワイライトエクスプレス  ビジュアル・ケイ DV 3 

リズム体操 岡本 美佳∥指導 ＮＨＫエンタープライズ（発売） DV 6 

 

 

1．火花 又吉  直樹∥著 

２．スクラップ・アンド・ビルド 羽田  圭介∥著 

３．プロフェッション 今野  敏∥著 

４．砂の街路図 佐々木 譲∥著 

５．あの家に暮らす四人の女 三浦  しをん∥著 

６．スカラムーシュ・ムーン 海堂  尊∥著 

７．孤狼の血 柚月  裕子∥著 

８．ラプラスの魔女 東野  圭吾∥著 

９．金魚姫 荻原  浩∥著 

９．十字の記憶 堂場 瞬一∥著 

 

図書館員のオススメ本 
 

『愛する技術』 

鈴木 ぐり∥著 サンクチュアリ出版 

主人公の鈴木ぐり子は悩みや不安を抱え、

人生のドツボにはまっていた。そんな彼女

の前に現れたのは一人の少女。少女はぐり

子の悩みや不安の原因を解き明かしてい

く。そのおかげで徐々に負のスパイラルか

ら脱出するぐり子だったが…。ぐり子のよ

うに不安や悩みで心が押しつぶされそうに

なる方に読んでほしい一冊です。 

～９月の予約ランキング～ 
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 秋の香り～金木犀～ 
10月になり、道端でふと金木犀の香りに出会うと、秋の訪れを感じます。 

木犀の一種である金木犀は江戸時代初期に中国から日本に渡ったとされ、木肌が犀（さい）の

肌に似ている事からその名が付けられました。 

中国では金木犀の散った花を集めて瓶や壺に密閉し、時折取り出しては香りを楽しむという 

風習がありました。 

また、金木犀の漢名は「桂」と言い、金木犀の花の香りを入れたお茶は桂花茶と呼ばれまが、

カツラ科の樹木とはまったく関係はないそうです。 

 

参考資料：『花の香り事典』『ほんとの植物観察 自然と楽しくつき合うために １』 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

商工まつりで 

和泉図書館「本のリサイクル市」 

 

 

日時：１０月２４日（土）  

10：00～17：00 

場所：池上曽根史跡公園 

内容：お一人様１０冊ずつお持ち帰りいただ 

けます。袋は各自お持ちください。 

※当日整理券を配布して、順番に入場していた 

だきます。本がなくなり次第終了いたします。 

 

 

  和泉図書館開催 

ＥＨＮ
え ほ ん

４８総選挙 結果発表！ 

      ☆１位 『スイミー』  

     レオ･レオニ∥作 谷川俊太郎∥訳 好学館 

★２位 『ぐりとぐら』 中川李枝子∥さく 大村百合子∥え 福音館書店 

☆３位 『100万回生きたねこ』 佐野洋子∥作・絵 講談社 

★４位 『いいから いいから』  長谷川義史∥作 絵本館 

☆５位 『バムとケロのにちようび』 島田ゆか∥作・絵 文溪堂 

★６位 『もったいないばあさん』 真珠まりこ∥作・絵 講談社 

☆７位 『からすのパンやさん』  かこさとし∥絵・文  偕成社 

 ※詳細は和泉図書館内ポスター、またはホームページをご覧ください 
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平成２７年度１０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。 

28 22 7 


