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北部リージョンセンター図書室で、 

「雑誌オーナー」を募集しています！ 
 

和泉図書館・シティプラザ図書館に続き、北部リージョンセンター図書室でも雑誌オ

ーナー制度がはじまりました。 

雑誌オーナー制度とは、雑誌の購入代金を負担していただく代わりに、雑誌の最新号

カバーに「オーナー団体・企業のお名前」と「広告１枚」を掲示することが出来る制度

です。 

ご購入いただいた雑誌は通常の雑誌同様、図書館の雑誌コーナーに並びます。更に詳

しくお知りになりたい方は各図書館までお問い合わせください。 
 

お問合せ先：和泉図書館・シティプラザ図書館・北部リージョンセンター図書室 

 

 

 

 
 
 
 

November 

和泉図書館 

13日(金)  

 

シティプラザ 

図書館 

 
20日(金)  

 

にじのとしょかん 

 

２日(月) ９日(月)  

16日(月) 23日(月）

27日(金) 30日（月） 

南部リージョン 

センター図書室 

 ２日（月）６日(金)

９日(月)16日(月) 

24日(火)30日(月) 
 

今月のお休み 
北部リージョン 

センター図書室 

 

 ６日(金） 
 

おはなし会 

日時：11月 14日（土）11:00～11:30 

内容：しごとのおはなし  

おやまのがっこう 

日時：11月 22日（日）11:00～11:30 

内容：工作「みのむし」 

冬の工作 

日時：11月 29日（日）11:00～11:30 

内容：「クリスマスカード作り」 
 

どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

製本教室 

日時：11月 15日（日）13:30～16:00 

場所：和泉シティプラザ 3階学習室 1・Ａ 

定員：12人 

費用：500円（当日ご用意ください） 

申込：11月 5日（木）10:00から、定員に達するま

でカウンターまたは電話にて受付 

 

 

図 書 館 1 1 月 の 行 事  
シティプラザ図書館 南部 RC図書室 
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１ 日  16 月 ㊡に、南  

２ 月 ㊡に、南 17 火   

３ 火  18 水  

４ 水  19 木  

５ 木  20 金 ㊡プ  

６ 金 ㊡北、南 21 土  

７ 土  22 日   

８ 日  23 月 ㊡に  

９ 月 ㊡に、南 24 火 ㊡南  

10 火   25 水  

11 水  26 木  

12 木  27 金 ㊡に 

13 金 ㊡和 28 土  

14 土  29 日  

15 日 ★製本教室（プ） 30 月 ㊡に、南 

 

 

 

 

 

 

絵本のキャラクター「かばくん」を作ろう！ 
日時：12月 5日（土）・6日（日）10:00～12:00 
場所：ゆう・ゆうプラザ 4階洋裁室 
材料費：700円（当日ご用意ください） 
持ち物：裁縫用具（針・はさみ） 
定員：12人（保育あり・1歳 6ヶ月以上）※はじめての方優先 

 
 

みつろうからロウソク作り 
日時：12月 13日（日）13:00～15:00 
場所：ゆう・ゆうプラザ 5階 料理教室 
対象：小学生以上 親子 10組（必ず保護者同伴） 

  
身近な植物でハンカチを染めよう！！ 

日時：12月 19日（土）13:00～16:00 
場所：ゆう・ゆうプラザ 5階 料理教室 
材料費：200円（当日ご用意ください） 
対象・定員：小学生以上の親子 6組（必ず保護者同伴） 
持ち物：エプロン・ゴム手袋・染め材料（たまねぎの皮など） 

染めたい布・糸（白色 1ｍ×12本あれば） 
 

全て 11月 10日（火）10:00から、にじのとしょかん 

カウンターまたは電話にて受付 
 

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）4 階研修室 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 (12 日) ・おはなし会 (21 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) みんなでシネマ（1 日）午後１時半～ 

こどものための映画会（14 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～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） 

今月の映画会は、 

和泉図書館「マスク」 

シティプラザ図書館 みんなでシネマ「127時間」 

こどものための映画会「スノーマンとスノードッグ」 

 

にじのとしょかん 

北 

図書館ツアー 

日時：11月 23日（月・祝） 

対象・時間：小学生   10:30～12:00 

中学生以上 13:30～15:00 

定員：各 10人 

場所：北部リージョンセンター集会室２ 

申込：11月 9日（月）10:00～定員に達する

まで 

図書室にあるＯＰＡＣの使い方や本の分類

などを案内します。小学生は本のポップの

作成、中学生以上は本のブッカ―かけを行

います。 

北部 RC 図書室 

★図書館ツアー（北） 

★牛乳パックであみもの教室（和） 



 

和泉市立図書館 新着図書案内 2015年 11月号 
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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 ― 

    

ビッグデータを開拓せよ 坂内 正夫∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 007 

本屋って何？ 稲葉 茂勝∥文 ミネルヴァ書房 024 

池上彰・森達也のこれだけは知っておきたいマスコミの大問題 池上 彰∥著 現代書館 070 

日本精神史 [上・下] 長谷川 宏∥著 講談社 121 

「察しない男」と「説明しない女」のモメない会話術 五百田 達成∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 143 

英雄の書 黒川 伊保子∥著 ポプラ社 159 

坊さん、父になる。 白川 密成∥著 ミシマ社 188 

― 歴史・地理 ― 

ピュリツァー賞受賞写真全記録 [第２版] ハル ビュエル∥編 著 日経ナショナルジオグラフィック社 209 

世界史が教えてくれる！あなたの知らない日本史 かみゆ歴史編集部∥編 辰巳出版 210 

恋する武士闘う貴族 関 幸彦∥著 山川出版社 210.4 

秀吉と大坂 大阪市立大学豊臣期大坂研究会∥編 和泉書院 216.3 

九転び十起き！広岡浅子の生涯  産経新聞出版 289 

日本全国津々うりゃうりゃ [仕事逃亡編] 宮田 珠己∥著 廣済堂出版 291 

― 社会科学 ― 

公共政策学の基礎 [新版] 秋吉 貴雄∥著 有斐閣 301 

「憲法９条」問題のココがわからない！！ 寺脇 研∥監修 すばる舎 323 

図解はじめての実践！株勝ちワザ６２ 足立 武志∥監修 学研パブリッシング 338 

強いおばさん弱いおじさん 小川 有里∥著 毎日新聞出版 367.3 

突撃！オトナの大学院 森井 ユカ∥著 主婦と生活社 377 

絵でみる江戸の妖怪図巻 善養寺 ススム∥文 絵 廣済堂出版 388 

聞け！オキナワの声 仲宗根 勇∥著 未來社 395 

― 自然科学 ― 

トップ・サイエンティスト世界の２４人  ニュートンプレス 402 

地球の履歴書 大河内 直彦∥著 新潮社 450 

身近な花の知られざる生態 稲垣 栄洋∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 470 

世界の美しき鳥の羽根  藤井 幹∥著  誠文堂新光社 488 

病気にならない常識 安保 徹∥著 創英社 490 

気にしすぎ人間へ 長沼 睦雄∥著 青春出版社 498.3 

『年齢逆転本』 

西村 有紀子∥著 

大和書房 分類 159.6 

年を重ねるほどに美しくなり、イキイキとしている「年齢逆転美人」。細胞から若返る方法、

ファッションのルールなど、「年齢逆転美人」になるためのライフスタイルや思考法を紹介

する。 
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― 技術 ― 

地下をゆく  イカロス出版 510 

日本の最も美しい名建築 田中 禎彦∥文 エクスナレッジ 523 

今こそできる理想のオーディオ 林 正儀∥著 技術評論社 547 

ビジネススーツを格上げする６０のルール 宮崎 俊一∥著 講談社 589 

くらしの豆知識 [２０１６年版] 国民生活センター∥編集 国民生活センター 590 

― 手芸・料理－ 

    

作務衣、甚平、はんてん、日常着  ブティック社 593.1 

編むのがたのしい、ニット サイチカ∥著 文化学園文化出版局 594 

塩分１日６ｇ減塩おかずとお弁当 女子栄養大学出版部『栄養と料理』∥編 女子栄養大学出版部 596 

いつもの、お寺のおかず 青江 覚峰∥著 光文社 596.2 

凍り野菜レシピ 是友  麻希∥著 池田書店 596.3 

暮らしのなかの食卓マナー 松本 繁美∥監修 主婦の友社 596.8 

― 産業 － 

    

ナチュラルヘルスケアのためのスパイスハンドブック ペニー スタンウェイ∥著 東京堂出版 617 

小さな盆栽づくり 松井 孝∥監修 主婦の友社 627 

そらまめ スエトシ牧場∥著 文藝春秋 645 

けもの道の歩き方 千松 信也∥著 リトルモア 659 

関西圏の鉄道のすべて ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所 686 

スネイル・メイル ミッシェル マッキントッシュ∥著 グラフィック社 693 

― 芸術・スポーツ ー 

現代美術キュレーター・ハンドブック 難波 祐子∥著 青弓社 706 

猿を描く 水墨画年賀状 水墨画塾編集部∥編 誠文堂新光社 724 

宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷 圭介∥著 キノブックス 746 

雪と星と太陽のペーパークラフト アヤコ ブロデック∥著 マール社 754 

楽器学入門 守重  信郎∥著 時事通信社 763 

妊活ダイアリーＦｒｏｍブス恋 鈴木 おさむ∥著 マガジンハウス 779 

『１００円グッズでかわいいコスプレ』 

永高 真寿美∥著 

主婦と生活社 分類 593.3 

水切りネットで「妖精のドレス」、テーブルクロスで「エプロンドレス」、レインコートで

「魔法使い」、水道パイプで「光の剣」…。１００円グッズで作れる、かんたんステキな

子どもの衣装を紹介する。 

『仁義なき宅配』 

横田  増生∥著 

小学館 分類６８５ 

急成長する宅配ビジネスの裏側に「潜入労働」で迫る。宅配ドライバーの助手や物流 

センターのバイトとして働くことを通じて、宅配戦争の光と影を浮き彫りにする。 

『ＳＡＰＩＯ』連載に加筆し書籍化。 
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― 言語・文学 ― 

滅びゆく日本の方言 佐藤 亮一∥著 新日本出版社 818 

目でみる漢字 おかべ たかし∥文 東京書籍 821 

英語で読みたい世界の名作 松崎 博∥監修 ナツメ社 837 

読み切り世界文学 山本  史郎∥著 朝日新聞出版  902 

連句日和 笹 公人∥著 自由国民社 911.3 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

その可能性はすでに考えた 井上 真偽∥著 講談社 913.6 

Ｍａｓａｔｏ 岩城 けい∥著 集英社 913.6 

シャッフル航法 円城 塔∥著 河出書房新社 913.6 

空色の小鳥 大崎 梢∥著 祥伝社 913.6 

老後の資金がありません 垣谷 美雨∥著 中央公論新社 913.6 

花咲小路二丁目の花乃子さん 小路 幸也∥著 ポプラ社 913.6 

長篠の四人 鈴木 輝一郎∥著 毎日新聞出版 913.6 

亡霊館の殺人 二階堂 黎人∥著 南雲堂 913.6 

左近 [上・下] 火坂 雅志∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

アルテーミスの采配 真梨 幸子∥著 幻冬舎 913.6 

私がアンデッド城でコックになった理由 山石 コウ∥著 アルファポリス 913.6 

始末屋 宮本 紀子∥著 光文社 913.6 

虚ろまんてぃっく 吉村 萬壱∥著 文藝春秋 913.6 

おばちゃん街道 山口 恵以子∥著 清流出版 914.6 

寺山修司からの手紙 寺山 修司∥著 岩波書店 915.6 

老妻だって介護はつらいよ 沖藤 典子∥著 岩波書店 916 

『不思議の国のアリス』の家 ヴァネッサ テイト∥著 柏書房 933 

脳はすごい クラーク エリオット∥著 青土社 936 

怒りの玩具 ロベルト アルルト∥著 現代企画室 963 

『セント・イージス号の武勲』 

上田 早夕里∥著 

講談社 分類 913.6 

１９世紀初頭。英海軍に徴集された少年トビーは、交戦中に遭難し、極秘任務を帯びた 

軍艦「セント・イージス号」に救出される。謎の少女と出会い、トビーの世界は大海原へ、

そして戦闘へと開かれていく。歴史海洋冒険小説。 

                           『世にもふしぎなゲームの物語』 

                                    岐部 昌幸∥著 

                               廣済堂出版 分類 913.6 

兄のクリオばかりが活躍し、なかなか目立つ機会に恵まれない弟・ニテール。「オレだって

やればできると証明してやる！」と、たったひとりでプラム姫の救出に向かうが…。 

ファミコン世代必読の全４編を収録した短編集。 
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― ビジネス・PC － 

この１冊でまるごとわかる！人工知能ビジネス  日経ＢＰ社 BU 007 

松下幸之助その凄い！経営 中島 孝志∥著 ゴマブックス BU 335.1 

仕事に使える動画術 家子 史穂∥著 翔泳社 BU 675 

Ｗｉｎｄｏｗｓ  １０をもっと楽しく便利に使いこなすレシピ 国本 温子∥執筆 学研パブリッシング PC 007 

１０分でわかるＩＴビジネスキーワード 小林 秀雄∥著 日経ＢＰ社 PC 007 

高校生が教える先生・保護者のためのＬＩＮＥ教室 旭ＬＩＮＥ同盟∥著 学事出版 PC 547 

― 文庫・新書 ― 

カレーライスと日本人 森枝 卓士∥著 講談社 M 383 

貯金兄弟 竹内 謙礼∥著 ＰＨＰ研究所 M 591 

縛られた若殿様 飯島 一次∥著 双葉社 M 913.6 

オーダーは探偵に [6] 近江 泉美∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ M 913.6 

シーソーメイル 谷村 志穂∥著 ＰＨＰ研究所 M 913.6 

怨霊を斬る 鳥羽  亮∥著 実業之日本社 M 913.6 

来国俊 藤井 邦夫∥著 光文社 M 913.6 

シャーロック・ホームズとヴィクトリア朝の怪人たち [1] ジョージ マン∥編 扶桑社 M 933 

悪の力 姜 尚中∥著 集英社 S 151 

卑弥呼のサラダ水戸黄門のラーメン 加来 耕三∥著 ポプラ社 S 281 

タモリと戦後ニッポン 近藤 正高∥著 講談社 S 779 

ヒョウタン文化誌 湯浅 浩史∥著 岩波書店 S 617 

大放言 百田 尚樹∥著 新潮社 S 914.6 

― YA ― 

発信力の育てかた 外岡 秀俊∥著 河出書房新社 Y 002 

ここはボツコニアン [5]  宮部 みゆき∥著 集英社 Y 913 

鏡の世界 コルネーリア フンケ∥著 ＷＡＶＥ出版 Y 943 

図書館員のオススメ本 

『螢草』 

葉室  麟∥著 双葉社 

奥方が病死し、主も囚われた女中の菜々は

主の潔白を信じ、残された子ども達を守り育

てる。 

菜々が出会う大食いの剣術師範、無愛想な

質屋、説教好きな儒家、巨漢のやくざが、芯

の強い菜々と純粋な子ども達に翻弄される

姿にクスッとさせられる。しかし、結末は何

度読んでも胸が熱くなる。温かい思いのあふ

れる爽快な時代小説。 

～ １０月の予約ランキング～ 

１．Ａではない君と 薬丸  岳∥著 

２．犬の掟 佐々木  譲∥著 

３．犯人に告ぐ [２] 雫井  脩介∥著 

４．プラージュ 誉田 哲也∥著 

５．霧（ウラル） 桜木  紫乃∥著 

６．火花 又吉  直樹∥著 

６．我が家のヒミツ． 奥田  英朗∥著 

６．風かおる 葉室  麟∥著 

６．スクラップ・アンド・ビルド 羽田  圭介∥著 

10．うずら大名 畠中  恵∥著 
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 鰹節の日（11月 24日） 

鰹自体は古くから食べられている魚ですが、鰹節の技術が確立したのは室町時代でした。 江戸時

代に鰹節の原型が完成し、鰹が「勝つ魚」に通じ、節が「武士」に通じることから、江戸時代には、

武家を中心に贈答品の定番商品として重宝されていたそうです。 

食品メーカー・ヤマキが、11 月 24 日を「１（い）１（い）２（ふ）４（し）」の語呂合わせから

鰹節の日と定めました。なお、単に「ふし」の語呂合わせで、２４日を鰹節の日とすることもある

そうです。 

参考：この日何の日－１億人のための３６６日使える話のネタ本－ 

ＨＰ：なるほど統計学園 http://www.stat.go.jp/naruhodo/c3d1124.htm 

 

他の１１月生まれの作家さん(敬称略) 

寺村輝夫 （8日） 内田康夫(15日)     
佐藤多佳子（16日)  マーク・トウェイン(30日) 

Happy Birthday!! 

井上ひさし(11月 17日) 
 

大学在学中から浅草のフランス座ではたらき、放

送作家となる。昭和３９年ＮＨＫ『ひょっこりひょ

うたん島』の台本で世に知られ、４４年戯曲『日本

人のへそ』で注目される。また、『モッキンポット

師の後始末』で小説家としてもデビュー。 

喜劇作家としても地位を確立する一方、中間小説

作家としても活躍し、『手鎖心中』で直木賞受賞。 

「笑いの魔術師」「現代の戯作者」といわれる。ま

た、筆の遅さから「遅筆堂主人」とも呼ばれていた。 

 

菊池寛賞 

 

昭和 13年に創設されたときは先輩作家に敬意

を表して顕彰するための賞で、46 歳以上の先輩

作家に贈られました。 

一時中断した後、故人となった菊池寛の日本文

化の各方面に残した功績を記念して、昭和 27 年

に復活し、賞の大賞も同氏が特に関係の深かった

文学、映画・演劇、放送、新聞雑誌、出版など文

化活動全般に広げて受賞するように変更されま

した。 

今年の第 63 回は、作家の半藤一利、月刊誌

『本の雑誌』、女優の吉永小百合、プロ車い

すテニス選手の国枝慎吾、NHK スペシャル

『カラーでよみがえる東京』『カラーでみる

太平洋戦争』の受賞が決定しました。  

 

 

 

 

 

参考：『作家・小説家人名事典 新訂』 
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平成２７年度１１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。 

18 26 

26 


