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December 

和泉図書館 

11 日(金) 29 日(火) 

30 日(水) 31 日(木) 

  

 

シティプラザ 

図書館 

 

 

 

にじのとしょかん 

7日(月) 14 日(月) 

21日(月) 25 日(金) 

28日(月) 29 日(火) 

30日(水) 31 日(木) 

 

南部リージョン 

センター図書室 

 4日(金) 7 日(月) 

14日(月) 21 日(月) 

28日(月) 29 日(火) 

30日(水) 31 日(木) 

 

今月のお休み 
北部リージョン 

センター図書室 

 
4 日(金) 29日(火) 

30 日(水) 31 日(木) 

 

おはなし会 

日時：12月 12日（土）11:00～11:30 

内容：ふゆのおはなし  

おやまのがっこう 

日時：12月 20日（日）11:00～11:30 

内容：工作「クリスマス」 

お正月あそび 

日時：1月 5日（火）11:00～11:30 

内容：「こまづくり」 
 

どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います。 

図 書 館 1 2 月 の 行 事  
南部 RC 図書室 

 

 

 

年末年始の休館日のお知らせ 
 

和泉図書館・シティプラザ図書館・北部ＲＣ図書室 

12 月 29 日(火)～1 月 3 日(日) 
 

にじのとしょかん・南部ＲＣ図書室 

12 月 28 日(月)～1 月 4 日(月) 
 
 

休館中は電話応答なども全て行っておりませんのでご了承ください。 

新年の開館時間は平常通りとなっております。 

 

年末年始の返却ポスト 
 

和 泉…２階ポストのみ利用可    に じ…ご利用できません   

南 部…通常通り利用可        プラザ…１階ポストのみ利用可 

北 部…通常通り利用可        
 

 

 

18 日(金) 29 日(火) 

30 日(水) 31 日(木) 

  

 

クリスマス工作 

日時：12月 12日（土） 14:00～15:30 

場所：北部リージョンセンター 集会室 2 

内容：クリスマスツリー  

対象：幼児～小学生 

定員：20名 

持ち物：不要 

※当日 13：30より集会室前にて整理券を 

配布します 

 

 

北部 RC 図書室 

２０１５年１２月１日発行 

※CD･DVD･ビデオはこわれやすいので、ポスト返却はご遠慮ください。 
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１ 火  17 木  

２ 水  18 金 ㊡プ  

３ 木  19 土  

４ 金 ㊡北、南 20 日  

５ 土  21 月 ㊡に、南  

６ 日  22 火  

７ 月 ㊡に、南 23 水   

８ 火  24 木  

９ 水  25 金 ㊡に 

10 木   26 土  

11 金 ㊡和 27 日  

12 土  28 月 ㊡に、南 

13 日  29 火  

14 月 ㊡に、南 30 水  

15 火  31 木  

16 水     

 

 

絵本とおはなしの時間 

日時：12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 
 

申込は不要です。どなたでも大歓迎！ 

  
 

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) 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） 

 ミニおりがみ会「クリスマス」 

日時：12月 6日（日）14:00～16:00 

場所：シティプラザ図書館内 お話室 

内容：「サンタクロース」「ツリー」 

定員：先着 50名（小学生以下） 

 

むかしあそびをしよう 

日時：12月 12日（土）14:00～14:30 

場所：シティプラザ図書館内 お話室お話室・オ 

内容：「遊べるおりがみ」  

対象：幼児から小学生、高齢者 

 

冬の工作教室 

日時：12月 13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：「くるくるツリー」「おりがみせんす」  

対象：幼児から小学生 

 

しんねんこどもかるた会 

日時：1月 4日（月）、5日（火）11:00～／14:30～ 

場所：シティプラザ図書館内 お話室 

定員：各回先着 15名（各日２回） 

 

 

 

 にじのとしょかん 

初貸袋 

日時：1月 4日（月） 10:00～ 

※なくなり次第終了です 

場所：和泉市立和泉図書館 

内容：図書館員のおすすめ本が３冊入った 

初貸袋を今年も貸出します！ 

 

ふるさと納税っておトクなの？ 
～ファイナンシャルプランナーがお答えします！～ 

日時：1月 30日（土） 14:00～15:30 

場所：和泉図書館 集会室１・２ 

講師：藤原ＦＰ事務所 藤原 久敏 氏 

定員：50名（18才以上） 

申込：12月 19日（土）9:00～ 
和泉図書館カウンターまたは電話にて受付 

 
和泉図書館カウンターまたは電話にて受付 

 

 

和泉図書館 

北 

今月の映画会は、和泉図書館「シャーロットのおくりもの」 

 

全館  

年末年始休館  

(12/29～1/3) 

★ミニおりがみ会（プ） 

★むかしあそびをしよう（プ） 

★冬の工作教室（プ） 

★クリスマス工作（北） 

シティプラザ図書館 

 



 

和泉市立図書館 新着図書案内 2015年 12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 ― 

    

読書を仕事につなげる技術 山口 周∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 019 

ちゃぶ台〔「移住×仕事」号〕  ミシマ社 051 

プラトン ミヒャエル エルラー∥著 講談社 131 

「なかなか決められない」から抜け出す方法 石原 加受子∥著 廣済堂出版 141 

お寺さん入門  洋泉社 180 

答えにくい子どもの「なぜ？」にお釈迦さまならこう言うね！ 増田 俊康∥著 主婦と生活社 188 

みんな彗星を見ていた 星野  博美∥著 文藝春秋 198 

― 歴史・地理 ― 
 

『ビッグヒストリー入門』 

デヴィッド  クリスチャン∥著 

ＷＡＶＥ出版 分類 209 

人はどこから来て、どこへ行こうとしているのか？  人類の歴史を、狩猟採集時代、農耕時代、

近代に分け、科学の力を結集して読み解く。思考実験なども収録。難問山積の現代社会を生き

抜く知恵と広い視野を身につけるための本。 

ブラッドランド〔上・下〕 ティモシー  スナイダー∥著 筑摩書房 209 

天皇陵と消えた宮都の謎 武光 誠∥監修 辰巳出版 210.3 

ビジュアルでわかる戦国軍旗と大坂の陣 小和田  哲男∥監修 成美堂出版 210.4 

聖地の物語 ピーター  ウォーカー∥著 いのちのことば社 227 

戦争と子ども 山崎  光∥絵 西田書店 239 

徳川一族大全 中山 良昭∥著 廣済堂出版 288 

京都でしたい１００のこと  ＪＴＢパブリッシング 291 

― 社会科学 ― 

政界名門一族の査定表 八幡 和郎∥著 宝島社 312 

平戸市はなぜ、ふるさと納税で日本一になれたのか？ 黒田 成彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 318 

だれも継がない困った実家のたたみ方  家・土地・お墓 長谷川  裕雅∥著 家の光協会 324 

こころ動かす経済学 日本経済新聞社∥編 日本経済新聞出版社 331 

マネして書くだけ確定申告 〔平成２８年３月締切分〕 山本 宏∥監修 技術評論社 345 

ほめる人ほど、なぜ出世が早い？ 松本 秀男∥著 三笠書房 361 

無理して学校へ行かなくていい、は本当か 水野 達朗∥著 ＰＨＰ研究所 379.9 

『はじめよう！楽しい懸賞生活』 

ぴろり∥著 

白夜書房 分類 049 

ハガキ応募ｖｓインターネット応募、どちらが当たりやすい？ 今、ねらうべき懸賞とは？ 

月刊懸賞専門誌『懸賞なび』の編集者にして懸賞達人の著者が、懸賞を“当てる”テクニ

ックを教えます。 
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― 自然科学 ― 

“魔法の数”虚数  ニュートンプレス 412 

太陽大図鑑 クリストファー クーパー∥著 緑書房 444 

カンブリアンモンスター図鑑 千崎  達也∥文  絵 秀和システム 457 

ＤＮＡで語る日本人起源論 篠田  謙一∥著 岩波書店 469 

ハヤブサ 熊谷  勝∥著 青菁社 488 

検査結果なんでも早わかり事典 小橋  隆一郎∥著 主婦の友社 492   

ボケないのはどっち？ 白澤 卓二∥著 あさ出版 493.7 

― 技術 ― 

人類を変えた素晴らしき１０の材料 マーク  ミーオドヴニク∥著 インターシフト 501 

模型で分かるドボクの秘密 藤井 俊逸∥著 日経ＢＰ社 510 

５０代からの成功リフォーム  主婦の友社 527 

アート／ファッションの芸術家たち ミッチェル  オークリー  スミス∥著 ガイアブックス 589 

― 手芸・料理・育児－ 

フラワーアクセサリー 折田 さやか∥著 文化学園文化出版局 594.8 

一重・奥二重さんの大人メイク ＭＡＮＡＭＩ∥著 辰巳出版 595 

簡単！らくうま！鍋レシピ 植松  良枝∥著 枻出版社 596 

かくれんぼケーキ 下迫 綾美∥著 日東書院本社 596.6 

おなかの赤ちゃんと話そう 山内 ちえこ∥著 ＷＡＶＥ出版 599 

― 産業 － 

これだけ！単位 伊藤  幸夫∥著 秀和システム 609 

ＪＡ解体 飯田 康道∥著 東洋経済新報社 611 

球根の花スタートＢＯＯＫ  栃の葉書房 627 

楽しい文鳥生活のはじめ方 濱本 麻衣∥監修 ナツメ社 646 

私、海の漁師になりました。 金萬  智男∥共著 誠文堂新光社 661 

こんなにおもしろい丌動産鑑定士の仕事 大島 大容∥著 中央経済社 673 

― 芸術・スポーツ ー 

『四季と行事を楽しむソープ・カービングの教科書』 

山田 梨絵∥著 

誠文堂新光社 分類 711 

ナイフ１本と石けんがあれば手軽に始められるソープ・カービング。母の日のカーネーショ

ン、クリスマス飾りなど、四季の花や行事を彩るソープ・カービングの作り方を、連続写真

でわかりやすく解説します。 

京都のちいさな美術館めぐり 岡山 拓∥著 Ｇ．Ｂ． 706      

はじめての木彫りどうぶつ手習い帖 はしもと  みお∥著 雷鳥社 713 

尾形光琳 河野 元昭∥監修 平凡社 721 

デジタル一眼撮影テクニック大事典〔最新版〕  学研プラス 746 

おりがみで作るオーナメント 布施  知子∥著 誠文堂新光社 754 

大人のウルトラマンシリーズ大図鑑  マガジンハウス 778 

実用茶道具のあつかい〔１〕 淡交社編集局∥編 淡交社 791 
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― 言語・文学 ― 

知ってるふりしてきたカタカナ語事典 カタカナ語研究会∥著 宝島社 814 

はじめての多読的シャドーイング 岡山 陽子∥著 コスモピア 830 

人生に効く名著名作の読み方 齋藤 孝∥著 東京堂出版 904 

幼さという戦略 阿部  公彦∥著 朝日新聞出版 910.2 

１０月４日１０４歳に１０４句 日野原 重明∥著 ブックマン社 911.3 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北天に楽土あり 天野 純希∥著 徳間書店 913.6 

鍵の掛かった男 有栖川  有栖∥著 幻冬舎 913.6 

ＭＩＬＫ 石田  衣良∥著 文藝春秋 913.6 

陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂  幸太郎∥著 祥伝社 913.6 

猫の惑星 梶尾  真治∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

丘の上の綺羅星 嘉門 達夫∥著 幻冬舎 913.6 

スーツケースの半分は 近藤  史恵∥著 祥伝社 913.6 

シンデレラの告白 櫻部  由美子∥著 角川春樹事務所 913.6 

この世にたやすい仕事はない 津村  記久子∥著 日本経済新聞出版社 913.6 

闘う君の唄を 中山  七里∥著 朝日新聞出版 913.6 

世界中の青空をあつめて 中村  航∥著 キノブックス 913.6 

和僑 楡 周平∥著 祥伝社 913.6 

セブン・デイズ 町田 哲也∥著 光文社 913.6 

帰蝶 諸田  玲子∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

言ってはいけないクソバイス 犬山 紙子∥著 ポプラ社 914.6 

人は怖くて嘘をつく 曽野  綾子∥著 産経新聞出版 914.6 

ある夢想者の肖像 スティーヴン  ミルハウザー∥著 白水社 933 

ナプキン・ノート ガース キャラハン∥著 辰巳出版 936 

Ｋ．消えた娘を追って ベルナルド  クシンスキー∥著 花伝社 969 

『草雲雀』 

葉室  麟∥著 

実業之日本社 分類 913.6 

媛野藩の若き藩士、栗屋清吾は、妻・みつの「子どもを持ちたい」という願いに応える

ため、道場仲間の山倉の用心棒となる。だが、山倉の出世を阻もうとする敵の刺客が次々

と襲いかかり…。『月刊ジェイ・ノベル』連載を書籍化。 

『白魔』 

ロジャー  スカーレット∥著 

論創社 分類 933 

ボストンの最高級地にあるクインシー邸の同居人を襲う連続殺人の恐怖。哀れな犠牲者

を血祭りにあげる白魔の謎…。『新青年』誌上へ犯人当て懸賞を付けて抄訳された作品を、

８２年の時を経て完訳。 



 

6 

― ビジネス・PC － 

クラウドビジネス成功教本 河津 誠一∥著 日刊工業新聞社 BU 007 

ひとりビジネスの教科書 佐藤 伝∥著 学研パブリッシング BU 335 

社長はぜんぶ好き嫌いで決めなさい 富田 英太∥著 あさ出版 BU 336.1 

売れる！楽しい！「手書きＰＯＰ」のつくり方 増澤  美沙緒∥著 同文舘出版 BU 674 

アプリ法務ハンドブック 小野 斉大∥著 レクシスネクシス・ジャパン PC 007 

子どもにプログラミングを学ばせるべき６つの理由 神谷  加代∥著 インプレス PC 007 

いちばんやさしいＤｒｅａｍｗｅａｖｅｒ 林 拓也∥著 ビー・エヌ・エヌ新社 PC 547 

マンガで学ぼう！ワタシにも作れるＡｎｄｒｏｉｄアプリ 日経ソフトウエア∥編集 日経ＢＰ社 PC 694 

― 文庫・新書 ― 

お金をかけずに海外パックツアーをもっと楽しむ本 佐藤 治彦∥著 ＰＨＰ研究所 M 290 

黒幕 安芸 宗一郎∥著 双葉社 M 913.6 

阿修羅 鳥羽  亮∥著 祥伝社 M 913.6 

夏宵の斬 幡 大介∥著 光文社 M 913.6 

危険な娘 矢口  敦子∥著 幻冬舎 M 913.6 

血盟の箱 マーク プライヤー∥著 早川書房 M 933 

あぶない一神教 橋爪 大三郎∥著 小学館 S 167 

生命保険とのつき合い方 出口 治明∥著 岩波書店 S 339 

腸を鍛える 光岡 知足∥著 祥伝社 S 491 

日本の犬猫は幸せか エリザベス オリバー∥著 集英社 S 645 

文化立国論 青柳 正規∥著 筑摩書房 S 709 

― YA ― 

１０代からの哲学図鑑 マーカス  ウィークス∥著 三省堂 Y 100 

降矢木すぴかと魔の洋館事件 芦辺  拓∥著 講談社 Y 913 

シェイクスピアはどこ？ アンナ クレイボーン∥作 東京美術 Y 932 

図書館員のオススメ本 

『JUNK～毒にもなれない裏通りの子悪党～』 
 

   三羽 省吾∥著 双葉社    

 

都内某刑務所前のつぶれかけた飯屋。『俺』

は店の手伝いと刑務所を見張り、ある男が出

所したら知らせてくれと頼まれた。案の定、

面倒なことになっていき…。 

スリ常習犯の男を描いた『指』。刑務所前の

飯屋で張り込みをする男を描いた『飯』。 

どこか憎めない子悪党たちの中編２話。読ん

だ後のスカッと感は最高です。 

～ １１月の予約ランキング～ 

１． 置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子∥著 

２． わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 

３． 下町ロケット [２] 池井戸 潤∥著 

４． 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎∥著 

５． 我が家のヒミツ 奥田 英朗∥著 

６． 鍵の掛かった男 有栖川 有栖∥著 

７． うずら大名 畠中 恵∥著 

８． 狐舞 佐伯 泰英∥著 

９． 寮生 今野 敏∥著 

． 火花 又吉 直樹∥著 
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 年越しそば 
 

年末大晦日に食べる年越しそば。そのはじまりは江戸時代から。金銀の細工をする人が 

大晦日に散らばった金銀の粉を勿体なく思い、そば粉を練ってくっつけたことからそばは金運に

恵まれる縁起のいい食べ物になり、年越しや引っ越しなど生活の転機に用いられるようになった

と言われています。他にも、「細く長いから長生きできる」「悪いものを断ち切れる」など様々な 

諸説があり、そばは今も日本の風習に縁起物として定着しています。 

みなさんも年越しそばを食べて良いお年をお迎えください。 

 

参考：『まんがでわかる日本の行事１２ヶ月 改訂版』  

他の１２月生まれの作家(敬称略) 

群ようこ（5日）  松本清張（21日)    
小野不由美(24日)  藤沢周平（26日)   

Happy Birthday!! 

見城徹(12 月 29 日) 
 

1950年静岡県清水市（現：静岡市清水区）生まれ。 

慶応義塾大学法学部卒業後、廣済堂出版に入社。1975

年、角川書店に入社。41 歳にして取締役編集部長に

昇進。1993年、幻冬舎を創立。天童荒太『永遠の仔』

渡辺和子『置かれた場所で咲きなさい』など、21 年

間で 21冊ものミリオンセラーを世に送り出す。2015

年、第 28回日本メガネベストドレッサー賞経済界部

門を受賞。著書に『編集者という病い』『たった一人

の熱狂』、藤田晋との共著に『憂鬱でなければ、仕事

じゃない』林真理子との共著に『過剰な二人』など。 

毎日出版文化賞 

出版文化の向上を願い、優れた著作、出版

活動を表彰するために 1947 年に創設され

ました。  
 

第 69 回毎日出版文化賞が決定しました！ 

文学・芸術部門  『京都』黒川 創∥著 

人文・社会部門  『歴史の歴史』樺山 紘一∥著 

自然科学部門  

『情報を生み出す触覚の知性』渡邊 淳司∥著 

企画部門  

『新・国史大年表（全 11 冊）』日置 英剛∥編 

特別賞  『イスラーム国の衝撃』池内 恵∥著 

書評賞  『探検家の日々本本』角幡 唯介∥著 

参考：『たった一人の熱狂』著者略歴 
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平成２７年度１２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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2 22 2 22 

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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