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Junuary 

和泉図書館 

１日（金）２日（土） 

３日（日）８日（金） 

 

 

 

シティプラザ 

図書館 

 

にじのとしょかん 

 
１日（金）２日（土） 

３日（日）４日（月）

11日（月）18日（月） 

25日（月）29日（金） 

南部リージョン 

センター図書室 

 
１日（金）２日（土） 

３日（日）４日（月）

12日（火）18日（月）

25日（月）18日（月）      

今月のお休み 
北部リージョン 

センター図書室 

 

 

おはなし会 

日時：1月 9日（土）11:00～11:30 

内容：さるのおはなし  

おやまのがっこう 

日時：1月 17日（日）11:00～11:30 

内容：折紙「おにのまめいれ」 
 

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 月 の 行 事  

南部 RC図書室 

 

 

 

 

 

昨年は和泉市立図書館をご利用いただき、誠にありがとうございました。

今年もスタッフ一同、新たな気持ちでみなさまのお力になれますよう、 

力を合わせてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！ 

１日（金）２日（土） 

３日（日）15日（金） 

 

 

ふくわらい 

 

日時：1月 9日（土）15:00～15:30 

場所：北部リージョンセンター図書室 えほんのおへや 

持物：不要 

定員はありません。どなたでもご参加いただけ

ます。 

 

北部 RC図書室 

２０１６年１月４日発行 

１日（金）２日（土） 

３日（日）8日（月）       
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１ 金  17 日  

２ 土  18 月 ㊡に、南  

３ 日  19 火  

４ 月  ㊡に、南 20 水  

５ 火  21 木   

６ 水  22 金  

７ 木  23 土   

８ 金 ㊡和 24 日  

９ 土  25 月 ㊡に、南 

10 日  26 火  

11 月 ㊡に 27 水  

12 火 ㊡南 28 木   

13 水  29 金 ㊡に 

14 木  30 土  

15 金 ㊡プ 31 日  

16 土     

 

 

 

 

創作紙芝居とかるた会 

日時：1月 17日（日）13:00～15:00 

場所：ゆう・ゆうプラザ 5階 和室大 

内容：第１部 紙芝居会 第２部 かるた会 

信太に伝わる民話を題材にした創作紙芝居と

かるた会をします。申込不要です。 
 

大人のためのお話会 

日時：1月 27日（水）13:00～15:00 

場所：ゆう・ゆうプラザ 5階 和室小 

対象：どなたでも 

定員：20人 

「くわずにょうぼう」など、ろうそくの火を灯

し、昔話などのお話を聞く、語る、大人のため

の時間です。申込不要です。 
  

 

こどもまつり 午後 3 時～4 時   

(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 (14 日) ・おはなし会 (16 日) 

(プ)午前 11 時～11 時半 お話室 

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 

(プ)こどものための映画会（9 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） 

 

外国語でえほんの読み聞かせ 

日時：1月 10日（日）11:00～11:30 

14:00～14:30 

場所：シティプラザ図書館 お話室 

絵本などを英語、中国語、日本語で読み聞かせ

をします。 

 

 にじのとしょかん 

今月の映画会は、 

シティプラザ図書館こどものための映画会「かんすけさんとふしぎな自転車」です。 

 

シティプラザ図書館 

 

全館  

年末年始休館  

(12/29～1/3) 

★ふくわらい（北） 

★
初
貸
袋
（
和
） 

★新年 

こどもかるた会（プ） 

★外国語でえほんの読み聞かせ （プ） 

※１月の和泉図書館の「こどもまつり」と「みんなでシネマ」はお休みです。 

★ふるさと納税って 

おトクなの？（和） 



 

和泉市立図書館 新着図書案内 2016年 1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 ― 

    

ちょっとマニアックな図書館コレクション談義 内野 安彦∥編 著 大学教育出版 014 

小泉今日子書評集 小泉 今日子∥著 中央公論新社 019 

大人に質問！「大人ってどのくらい大変なんですか？」 みうら じゅん∥答える人 飛鳥新社 049 

人間学 栗原  彬∥編 世織書房 114 

知りたい！やってみたい！アニマルセラピー 川添 敏弘∥監 著 駿河台出版社 146 

ブラック彼氏 堀井 亜生∥著 毎日新聞出版 152 

一休 虚と実に生きる 芳澤 勝弘∥監修 平凡社 188 

― 歴史・地理 ― 

戦国大名の遺宝 五味 文彦∥監修 山川出版社 210.4 

瀬戸内の海賊 [増補改訂版] 山内 譲∥著 新潮社 217 

史記・三国志英雄列伝 井波 律子∥著 潮出版社 222 

ぼくたちは戦場で育った ヤスミンコ ハリロビッチ∥編 著 集英社インターナショナル 239 

ラテンアメリカ１９６８年論  小倉 英敬∥著 新泉社 255 

家系のしらべ方 探訪！わが家の歴史 丸山 浩一∥著 金園社 288 

１泊２日でのんびり楽しむ大人の泊まりがけ [関西版]  京阪神エルマガジン社 291 

― 社会科学 ― 

    

海外で恥をかかない世界の新常識 池上 彰∥著 ホーム社 302 

日本でテロが起きる日 佐藤 優∥著 時事通信出版局 319 

知って得する株主優待 [２０１６年版]  野村インベスター・リレーションズ 325 

母がおカネをかくします。 吉川 浩∥編 小学館 369.2 

多国籍化する日本の学校 佐久間 孝正∥著 勁草書房 371.5 

ＴＨＥ ＴＩＭＥＬＥＳＳ Ｗｅｄｄｉｎｇ ノバレーゼ∥編 光文社 385 

『感情に振り回されない技術』 

西多 昌規∥著 

大和書房 分類 141 

「丌安」「怒り」「嫉妬」「落ち込み」に振り回されないルール、「焦り」や「イライラ」で

自分を見失わないコツなど、誰にでもできる、感情に振り回されない考え方、ものの見方、

生活習慣を紹介します。 

『物欲なき世界』 

菅付  雅信∥著 

平凡社 分類 331 

欲しいモノがあまりない世界というのは、何を目標とすればいいのか。その世界では何が 

幸福と見なされるのか。物欲が低下する先進国のトレンドから、資本主義の先の来るべき

世界を浮かび上がらせる。 
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― 自然科学 ― 

    

白い大陸への挑戦 神沼 克伊∥著 現代書館 402 

琥珀  飯田 孝一∥著 亥辰舎 459 

となりの野生動物 高槻 成紀∥著 ベレ出版 482 

ウルトラ深呼吸で体が変わる！ 小関 伸哉∥著 小学館 498.3 

― 技術 ― 

鉄道模型Ｎゲージを楽しむ [２０１６年版] 成美堂出版編集部∥編集 成美堂出版 507 

家づくりの裏ワザアイデア図鑑 ソフトユニオン∥編 著 エクスナレッジ 527 

航海物語 月尾 嘉男∥著 遊行社 557 

バッテリーウォーズ スティーヴ レヴィン∥著 日経ＢＰ社 572 

― 手芸・料理－ 

    

着回し自在の女の子服  ブティック社 593 

ドライフラワーでつくる大人可愛い季節のリースとアレンジメント Ｋｒｉｓｔｅｎ∥著 日東書院本社 594.8 

おふくろの味定番１００  ＮＨＫ出版 596 

毎日おいしい豆レシピ 堤 人美∥著 学研プラス 596.3 

ざくざく焼き菓子 真藤 舞衣子∥著 文化学園文化出版局 596.6 

― 産業 － 

小さな庭で季節の花あそび 前田 満見∥著 日本インテグレート 629 

動物カフェ ロブ サターホワイト∥共著 ＩＢＣパブリッシング 645 

深海魚のレシピ 平坂 寛∥著 地人書館 664 

まるまる大阪環状線めぐり 土屋 武之∥著 交通新聞社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

京都・大阪・滋賀水彩さんぽ 黒岩 多貴子∥画 編 せせらぎ出版 723 

うさぎ島 福田 幸広∥写真 日経ナショナルジオグラフィック社 748 

和紙の包み折り 岡田 郁子∥著  ブティック社 754 

ハリー・ポッター魔法界名所大図鑑 ジョディ レベンソン∥著 静山社 778 

車中泊の新基本  地球丸 786 

『世の中ががらりと変わって見える物理の本』 

カルロ  ロヴェッリ∥著 

河出書房新社 分類 421 

相対性理論、量子力学、宇宙、素粒子、確率と熱力学…。２０世紀に物理学の分野で起こ 

った革新にかかわる、とても重要で魅力的なテーマをおおまかに理解できる７つの講義を 

収録する。世界一わかりやすい物理学の本。 

『水引』 

内野 敏子∥著 

文化学園文化出版局 分類 594.9 

あわじ結び、梅結び、亀の子結びなど、水引の基本的な結びを、写真プロセスと 

ともに紹介。祝儀袋、ぽち袋、メッセージカード、結び箸置きなど、暮しの雑貨も 

掲載する。 
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― 言語・文学 ― 

そのまま使える葬儀・法要あいさつ実例集 河野 成美∥著 西東社 809 

県別方言感情表現辞典 真田 信治∥編 東京堂出版 818 

謎解きの英文法 [副詞と数量詞] 久野 暲∥著 くろしお出版 835 

たのしい落語創作 稲田 和浩∥著 彩流社 901 

平成川柳傑作選 仲畑 貴志∥選 毎日新聞出版 911.4 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

幸腹な百貨店 秋川 滝美∥著 講談社 913.6 

ザ・ブラックカンパニー 江上 剛∥著 光文社 913.6 

トカゲなわたし かなん∥著 アルファポリス 913.6 

師走の扶持 澤田 瞳子∥著 徳間書店  913.6 

白蓮の阿修羅 篠 綾子∥著 出版芸術社 913.6 

うそつき、うそつき 清水 杜氏彦∥著 早川書房 913.6 

捨てる 大崎 梢∥著 文藝春秋 913.6 

リクと白の王国 田口 ランディ∥著 キノブックス 913.6 

暗号のポラリス 中山 智幸∥著 ＮＨＫ出版 913.6 

タスキメシ 額賀 澪∥著 小学館 913.6 

禁断のスカルペル 久間 十義∥著 日本経済新聞出版社 913.6 

緑と赤 深沢 潮∥著 実業之日本社 913.6 

きらきら眼鏡 森沢 明夫∥著 双葉社  913.6 

これだけで、幸せ 小川 糸∥著 講談社 914.6 

忘れる力 思考への知の条件 外山 滋比古∥著 さくら舎 914.6 

うちの子になりなよ 古泉 智浩∥著 イースト・プレス 916 

図説「千夜一夜物語（アラビアン・ナイト）」 Ａ．Ｊ．ルスコーニ∥編 而立書房 929 

摩天楼のクローズドサークル エラリー クイーン∥著 原書房 933 

世界収集家 イリヤ トロヤノフ∥著 早川書房 943 

『ヨイ豊』 

梶 よう子∥著 

講談社 分類 913.6 

黒船来航から１２年。豊国が亡くなって、歌川を誰が率いるのか。ひと回り歳が違う 

兄弟弟子の清太郎と八十八は、尊王攘夷の波が押し寄せる丌穏な江戸で、一門を、 

浮世絵を守り抜こうとする。浮世絵の終焉を描く歴史長編。 

                              『ポンコツ探偵の名推理』 

                                    滝田  務雄∥著 

                                 幻冬舎 分類 913.6 

大物政治家の脱税事件捜査が原因で刑事を辞めさせられた八房。探偵になった彼の相棒役 

は、かつてスリで逮捕した男、弾正だった…。コミュ障の元刑事と元スリのコンビが大暴 

走するユーモアミステリー。 
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― ビジネス・PC － 

松下幸之助の生き方 佐藤 悌二郎∥著 ＰＨＰ研究所 BU 335.1 

３割しか話さないのになぜかうまくいくビジネス英会話のルール 内藤 誼人∥著 ジャパンタイムズ BU 670 

営業の一流、二流、三流 伊庭 正康∥著 明日香出版社 BU 673 

パソコンで困ったときに開く本 [２０１６]  朝日新聞出版 PC 007 

今すぐ使えるかんたんＰｈｏｔｏｓｈｏｐ Ｅｌｅｍｅｎｔｓ １４ 技術評論社編集部∥著 技術評論社 PC 007 

ＰＣ自作・チューンナップ虎の巻 [２０１６]  インプレス PC 548 

― 文庫・新書 ― 

暦で読み解く古代天皇の謎 大平 裕∥著 ＰＨＰ研究所 M 210.3 

好奇心ガール、いま１０１歳 笹本 恒子∥著 小学館 M 740 

シャーロック・ホームズの丌均衡 似鳥 鶏∥著 講談社 M 913.6 

異国の御馳走 福原 俊彦∥著 宝島社 M 913.6 

人質 南 英男∥著 廣済堂出版 M 913.6 

宵越し猫語り 小松 エメル∥著 白泉社 M 913.6 

老後に快走！ 半藤 末利子∥著 ＰＨＰ研究所 M 914.6 

スパイ学校の新任教官 スーザン イーリア マクニール∥著 東京創元社 M 933 

お経のひみつ 島田 裕巳∥著 光文社 S 183 

城と宮殿でたどる！名門家の悲劇の顛末 祝田 秀全∥監修 青春出版社 S 280 

認知症がイヤなら「腸」を鍛えなさい 新谷 弘実∥著 ＳＢクリエイティブ S 493.7 

安売り王一代 安田 隆夫∥著 文藝春秋 S 673 

作家の収支 森 博嗣∥著 幻冬舎 S 901 

― YA ― 

今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原 瑞人∥監修 ポプラ社 Y 019 

約束 小林 深雪∥著 講談社 Y 913 

宇宙の法則 ルーシー ホーキング∥作 岩崎書店 Y 933 

図書館員のオススメ本 

『Ｓｐｒｅｃｈｅｎｄｅｓ  Ｗａｓｓｅｒ（話す水）』 

ユルク・ハルター∥著 谷川  俊太郎∥著 

secession Verlag 

 スイスで出版、ベルリン文学賞を受賞。日

本とスイスに離れて暮らす２人の詩人が４

年間メールを介して創作を続けた成果。（連

句を意識しての 36 句）谷川さんの「二十億

光年の孤独」をふまえたハルターさんの詩か

ら始まります。お互いのやりとりの中に「流

れる」イメージが湧き、テーマが「水」とな

りタイトルが決まったそうです。是非、手に

とっていただきたい貴重な作品です。 

～ １２月の予約ランキング～ 

１．人魚の眠る家 東野 圭吾∥著 

２．下町ロケット [２] 池井戸 潤∥著 

３．ユートピア 湊 かなえ∥著 

４．火花 又吉 直樹∥著 

５．明治・金色キタン 畠中 恵∥著 

６．店仕舞い 佐伯 泰英∥著 

７．王とサーカス 米澤 穂信∥著 

８．Ｋｉｌｌｅｒｓ [上・下] 堂場 瞬一∥著 

．わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 

．モノは好き、でも身軽に生きたい。 本多 さおり∥著 
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ＭＯＥ絵本屋さん大賞 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おせち料理のまめまめ 
 

お正月の料理と言えば、彩り豊かな「おせち料理」。皆さんは今年も美味しくいただきましたか？ 

元々おせち料理は、季節の節目（五節句）に神様に供えた「節供（せちく）」が由来とのこと。 

それぞれの重箱に詰めるものは決まっていて、三段重の場合、一の重に「三つ肴」と呼ばれる黒豆、

数の子、ごまめ。それに紅白かまぼこなど。二の重には焼き物や酢の物を。三の重には煮物を中心に

詰めます。 

どの料理も、幸福や健康を祈願したおめでたい料理です。もしも食べきれずに残ってしまった場合は、

別の料理にリメイクしてみてもいいかもしれませんね。 
 

参考：『親子のじかん こどもとはじめる季節の行事』 

 

他の１月生まれの作家(敬称略) 

夢枕獏（1 日）  江上剛（7 日)    
村上春樹(12 日) 梓林太郎（20 日)   

Happy Birthday!! 

角野 栄子(1月 1 日) 
 

出版社勤務の後、移民としてブラジルに渡り、2 年

間滞在。その体験を書いた『ルイジンニョ少年』が処

女作となる。その後、本格的に児童文学の世界へ。 

60 年『魔女の宅急便』で野間児童文芸賞などを受賞、

その後アニメ映画化されヒットした。また、1992 年に

は蜷川幸雄演出によりミュージカル化、2014年に実写

映画も公開され、自らナレーションを務めている。 

他の著書に『小さなおばけ』シリーズ、『おおどろぼ

うブラブラ氏』など。2000 年には紫綬褒章を受章して

いる。 

 

絵本のことならおまかせの雑誌『ＭＯＥ』が、全国

の 1900人の絵本専門店・書店の児童書売り場担当

者にアンケートを実施、その年に最も支持された絵本

30冊と新人賞 5冊を決定。一部をご紹介！ 
 

１位『りゆうがあります』 

ヨシタケシンスケ∥作・絵 

２位『いしゃがよい』 

さくらせかい∥さく 

３位『リンドバーグ』 

トーベン・クールマン∥作 

４位『きょうのおやつは』 

わたなべちなつ∥さく 
 

５位『そらまめくんのあたらしいベッド』 

なかやみわ∥さく 
 

新人賞 
 

１位『かもめたくはいびん』  

いしいひろし∥著 

参考：『作家・小説家人名事典 新訂』 
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平成２８年１月自動車文庫巡回予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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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自動車文庫巡回終了のお知らせ 

昭和 49年から運行してまいりました自動車文庫は、平成 28年 3月末をもって終了いたします。 

これまで長期にわたりご利用いただき、誠にありがとうございました。 

なお、4月以降に本などを返却される場合は、市内図書館（室）をご利用くださいますよう、 

お願いいたします。 

和泉市立図書館ご案内 


