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February 

和泉図書館 

12日(金) 13日(土) 

14日(日) 15日(月) 

16日(火) 17日(水) 

18日(木) 

 

  南部リージョン 

センター図書室 

 
１日(月) ５日(金) 

 ８日(月) 15日(月） 

22日(月) 29日(月） 

 

 

今月のお休み 
北部リージョン 

センター図書室 

 

 

 

 

 

 
 

蔵書点検のため、各館下記期間中は休館とさせていただきます。 

休館中は貸出延長や予約等の受付もできなくなりますので、 

希望される方は開館中の市内図書館にてお願いいたします。 

また、休館中の図書館に返却された本は、 

点検が終わるまで返却処理が行われませんのでご注意ください。 

和泉図書館          ２月１２日（金）～２月１８日（木） 

シティプラザ図書館      ２月１９日（金）～２月２４日（水） 

にじのとしょかん       ２月２５日（木）～２月２８日（日） 

南部リージョンセンター図書室 ３月 １日（火）～３月  ４日（金） 

北部リージョンセンター図書室 ３月  １日（火）～３月  ４日（金） 

 

19日(金) 20日(土) 

21日(日) 22日(月) 

23日(火) 24日(水) 

 

２０１６年２月１日発行 

※２月２９日（月）は、にじ・南部の休館日です。 

１日(月) ８日(月) 

 15日(月) 22日(月） 

25日(木) 26日(金)  

27日(土) 28日(日) 

29日(月) 

 

にじのとしょかん 

 

シティプラザ 

図書館 

５日(金) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２２日（月）より、フチュール和泉の駐輪場は有料となります。 

和泉図書館ご利用の皆様には、初回２時間無料に加え、カウンターでの手続きで、 

２時間無料延長（計４時間無料）が可能となります。 

１月２９日（金）より工事が始まっておりますが、その間通常通り利用していただけます。 

※コノミヤ前の駐輪場は、初回１時間無料のみで、延長ができませんのでご注意ください。 

 

蔵書点検に伴う図書館休館のお知らせ 

フチュール和泉駐輪場有料化のお知らせ 

 

 

 

 コノミヤ前駐輪場 

 
 駐輪場 

（自転車・バイク） 

 

 

フチュール和泉（３Ｆ和泉図書館） 

 

↑至天王寺 

 

↓至和歌山 
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１ 月 ㊡に、南 17 水  

２ 火  18 木  

３ 水  19 金  

４ 木  20 土  

５ 金 ㊡北、南 21 日   

６ 土  22 月 ㊡に、南 

７ 日  23 火   

８ 月 ㊡に、南 24 水  

９ 火  25 木  

10 水  26 金  

11 木  27 土  

12 金  28 日   

13 土  29 月 ㊡南 

14 日  

15 月 ㊡に、南 

16 火     

 

 

 

 

おはなし会 

日時：2月 7日(日)  
午前の部 11：00～11：30（小学校低学年） 
午後の部 14：30～15：00（小学校高学年・中学生） 

場所：にじのとしょかん 
 
 

わくわくワークショップ 

「かおかおさんをつくろう」 

日時：3月 27日（日）13:00～16:00 

場所：ゆう・ゆうプラザ 1階 大会議室 

講師：吉田 一郎氏 

定員：200人（どなたでも OK！ 保育なし） 

持ち物：わくわくの心とからだ 

ふるぎのＴシャツ、シャツ、ズボンのどれか 1まい  

ぬのをきるハサミ 

ハギレ、木工ボンド（いえにあればもってきてね） 

申込：2月 10日（水）10:00～ 
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 

おりがみ教室 午後 2 時半～4 時             

(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 

(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（7 日･14 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） 

 

 

おはなし会 

日時：2月 13日（土）11:00～11:30   

内容：おかしのおはなし  

おやまのがっこう 

日時：2月 21日（日）11:00～11:30   

内容：工作「紙コップでつくるゆきだるま」 
 

どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います 

 

むかしあそびをしよう 

日時：2月 13日（土）14:00～14:30 

場所：シティプラザ図書館内 お話室お話室・ 

内容：「かみでっぽう」  

対象：幼児から小学生、高齢者 

図 書 館 ２ 月 の 行 事  
 にじのとしょかん 

南部 RC図書室 

シティプラザ図書館 
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※2月の和泉図書館・シティプラザ図書館の「こども手づくり教室」と、 

★むかしあそびをしよう（プ） 

和泉図書館の「おりがみ教室」はお休みです。 

今月の映画会は、 

和泉図書館「ヒューゴの不思議な発明」 

シティプラザ図書館みんなでシネマ「レ・ミゼラブル」(7 日) 

「ジュラシック・パーク」（14 日）です。 

 

北 



 

和泉市立図書館 新着図書案内 2016年 2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 ― 

本と店主 森岡 督行∥著 誠文堂新光社 019 

地方紙は地域をつくる 梅本 清一∥著 七つ森書館 070 

「笑い」の秘密 越智 啓子∥著 廣済堂出版 147        

日経ＷＯＭＡＮ ｓœｕｒ  日経ＢＰ社 159.6       

人間（ひと）は死んでもまた生き続ける 大谷 暢順∥著 幻冬舎 188 

― 歴史・地理 ― 

 

『世界のデンジャー・スポット』 
 

自由国民社 分類290 

地上５０ｍの断崖に築かれた寺院、中国「懸空寺」。世界一怖い吊り橋、パキスタン「フセ

イニ橋」。最高気温５７℃の“死の谷”、アメリカ「デスバレー」…。行くのに覚悟が必要

な、世界のデンジャー・スポットを写真で紹介。 
 

アトランティスへの旅 マーク アダムス∥著 青土社 209      

暗殺の近現代史 井沢 元彦∥〔ほか著〕 洋泉社 210.6 

十二支になった動物たちの考古学 設楽 博己∥編著 新泉社 220 

ギリシア人の物語〔１〕 塩野 七生∥著 新潮社 231 

謎解き京都 読売新聞大阪本社編集局∥編 淡交社 291 

― 社会科学 ― 

世界は邪悪に満ちている だが、日本は…。 日下 公人∥著 ワック 304 

女性官僚という生き方 村木 厚子∥編 岩波書店 317 

２１世紀の丌平等 アンソニー Ｂ．アトキンソン∥著 東洋経済新報社 331 

まさか私が！？女性を守るセキュリティ・マニュアル２３ 佐伯 幸子∥著 潮出版社 368  

からだメンテ大事典〔保育者版〕 対馬 ルリ子∥監修 メイト 376 

困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー  作法の会∥編著 西東社 385 

― 自然科学 ― 

科学の本一〇〇冊 村上 陽一郎∥著 河出書房新社 404 

ニュートリノってナンダ？ 荒舩 良孝∥著 誠文堂新光社 429 

若い読者のための第三のチンパンジー ジャレド ダイアモンド∥著 草思社 469 

カラスの補習授業 松原  始∥著 雷鳥社 488 

Ｑ＆Ａでよくわかるアレルギーのしくみ 斎藤  博久∥著 技術評論社 493.1 

― 技術 ― 

マテリアル革命  ニュートンプレス 501 

光のまちをつくる 橋爪 紳也∥編著 創元社 518 

腕時計の基本がわかる教科書  玄光社 535 

故人サイト 古田 雄介∥著 社会評論社 547 

２０００円のワインでもソムリエと会話がはずむ本 扇谷 まどか∥著 秀和システム 588 
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― 手芸・料理・子育て－ 

『赤ちゃん苦手かも？と思ったら読む本』    

清水 悦子∥著 

主婦と生活社 分類599 

「育児を楽しむ」ってどうやって！？ 初めての赤ちゃんを迎えたものの、母親としての自

分に自信が持てず、赤ちゃんへの苦手意識を強めてしまっているママに向けて、その悩みの

原因と解消法を、いくつかの視点から伝えます。 

基本パターンでつくる着物リメイク 手毬∥監修 朝日新聞出版 593 

刺しゅう糸で編むあみぐるみのミニ動物園１００  アップルミンツ 594.3 

和ンプレート 佐藤 文子∥著 イースト・プレス 596.2 

子どもと食べたい時短おやつ 菅野  のな∥著 辰巳出版 596.6 

食物アレルギーをこわがらない！はじめての離乳食 伊藤  浩明∥監修 主婦の友社 599 

― 産業 － 

もっとシクラメン ＮＨＫ出版∥編 ＮＨＫ出版 627 

蚕 畑中 章宏∥著 晶文社 632 

かわいい子猫を育てる本〔改訂版〕 白岩 千鶴子∥監修 学研プラス 645 

海洋大異変 山本 智之∥著 朝日新聞出版 663 

日本の銭湯ガイド 鈴木  一功∥著 ＩＢＣパブリッシング 673 

― 芸術・スポーツ ー 

仏像 大角 修∥著 自由国民社 718 

マーカーでかんたんにはじめる美しいカリグラフィーデザイン 小田原 真喜子∥著 玄光社 727 

手間を楽しむ折り紙袋 フチモト ムネジ∥著 エムディエヌコーポレーション 754 

ＲＯＣＫ＆ＰＯＰの音楽理論コンパクト・ガイド ジュリア ウィンターソン∥著 音楽之友社 764 

泣くのはいやだ、笑っちゃおう 武井 博∥著 アルテスパブリッシング 778 

美しき日本の花のおもてなし 今野 政代∥著 六耀社 793 

― 言語・文学 ― 

『悩ましい国語辞典』  

神永  曉∥著  

時事通信出版局 分類810 

「人一倍がんばる」とは何倍のこと？  長年辞書の編集に携わってきた著者が言葉の変化の過

程をスリリングに書いた日本語エッセイ。『ジャパンナレッジ』連載中のコラム「日本語、ど

うでしょう？」に加筆し書籍化。 

たった一通の手紙が、人生を変える 水野 敬也∥著 文響社 816 

このミステリーがすごい！〔２０１６年版〕 『このミステリーがすごい！』編集部∥編 宝島社 901 

遠い昨日、近い昔 森村  誠一∥著 バジリコ 910.2 

百人一首 『現代用語の基礎知識』編集部∥編 自由国民社 911.1 

―  YA － 

弱虫でいいんだよ 辻 信一∥著 筑摩書房 Y 159 

ショウ〔６〕 吉野 匠∥著 ＴＯブックス Y 913 

少年弁護士セオの事件簿〔５〕 ジョン  グリシャム∥作 岩崎書店 Y 933 
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― ビジネス・PC ― 

企業法務のための判例活用マニュアル 花野 信子∥編 中央経済社 BU 335 

イノベーションと企業家精神〔エッセンシャル版〕 Ｐ．Ｆ．ドラッカー∥著 ダイヤモンド社 BU 335.1 

世界で一番やさしい会議の教科書 榊巻 亮∥著 日経ＢＰ社 BU 336.2 

ランディングページ・デザインメソッド ポストスケイプ∥著 エムディエヌコーポレーション BU 675 

インフラエンジニア教本〔Ｖｏｌｕｍｅ２〕  技術評論社 PC 007 

はじめてのＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ  ２０１６ 髙橋  慈子∥著 秀和システム PC 007     

インターネットなんでも解決大事典〔２０１６年版〕  宝島社 PC 547 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉢かづき 青山 七恵∥文 講談社 913.6 

演じられた花嫁 赤川 次郎∥著 実業之日本社 913.6 

天下人の茶 伊東  潤∥著 文藝春秋 913.6 

モナドの領域 筒井 康隆∥著 新潮社 913.6 

蛮政の秋 堂場 瞬一∥著 集英社 913.6 

私は存在が空気 中田 永一∥著 祥伝社 913.6 

ズッコケ熟年三人組 那須  正幹∥著 ポプラ社 913.6 

一九四四年の大震災 西村 京太郎∥著 小学館 913.6 

はだれ雪 葉室 麟∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

島津の空 帰る雁＇かりがね（ 村木 嵐∥著 中央公論新社 913.6 

黒猫の回帰あるいは千夜航路 森 晶麿∥著 早川書房 913.6 

真実の１０メートル手前 米澤 穂信∥著 東京創元社 913.6 

ゼロワン 若木 未生∥著 徳間書店 913.6 

マナーの正体 逢坂 剛∥著 中央公論新社 914.6 

おなかがすいたハラペコだ。 椎名 誠∥著 新日本出版社 914.6 

世界の終わりの七日間 ベン Ｈ．ウィンタース∥著 早川書房 933 

図書館大戦争 ミハイル エリザーロフ∥著 河出書房新社 983 

『ブルーアウト』 

鈴木 光司∥著 

小学館 分類 913.6 

和歌山県串本町のダイビングショップで働く女性ダイバー水輝のもとを、トルコ人青年が

訪れる。彼の目的は、１２５年前、祖先を乗せた軍艦「エルトゥールル号」の遭難現場で

ある物を捜すことだった。史実に着想を得た海洋小説。 

                              『信長の肖像』 

                                    志野  靖史∥著 

                              朝日新聞出版 分類 913.6 

似せ絵を得意とする小次郎は、京に上り狩野派に加わる。修業に励むある日、織田信長から

小次郎に重大な密命が下り…。雪舟流の絵師・小次郎の眼を通して信長、お市、家康らの姿

を活写する。従来の信長像を一新する戦国絵巻。 
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― 文庫・新書 ― 

一揆の原理 呉座 勇一∥著 筑摩書房 M 210.4 

忘憂草＇わすれぐさ（ 今井 絵美子∥著 祥伝社 M 913.6 

創薬探偵から祝福を 喜多 喜久∥著 新潮社 M 913.6 

叛逆航路 アン レッキー∥著 東京創元社 M 933 

ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか 危険地報道を考えるジャーナリストの会∥編 集英社 S 070 

蘇我氏の古代 吉村 武彦∥著 岩波書店 S 210.3 

がん治療の９５％は間違い 近藤  誠∥著 幻冬舎 S 494 

税務署員がこっそり教えるお金の裏ワザ 大村 大次郎∥著 中央公論新社 S 591 

― 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！（ ― 

テレビこどものうた！ ベストヒット！  日本コロムビア CD 0 

ニュー・サウンズ・イン・ブラス〔２０１５〕 東京佼成ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ∥演奏 ユニバーサルミュージック CD 1 

５ＹＥＡＲＳ・５ＷＯＬＶＥＳ・５ＳＯＵＬＳ MAN WITH A MISSION∥演奏 ＮＩＰＰＯＮ ＣＲＯＷＮ CD 3   

越路吹雪ＢＥＳＴ１００ 越路 吹雪∥歌 ＥＭＩミュージック・ジャパン CD 4 

ＤＥＬＵＸＥ 葉加瀬 太郎∥演奏 ハッツアンリミテッド CD 8   

最新音楽療法認知力・記憶力アップベスト Nature Notes∥音楽 Ｋｉｎｇ Ｒｅｃｏｒｄ CD 9   

手塚治虫のブッダ 終わりなき旅 小村 敏明∥監督 東映ビデオ DV 0 

かげであそぼう  サンリオ DV 0 

猫侍 山口 義高∥監督 「猫侍」製作委員会 DV 1 

夏の庭 相米 慎二∥監督 中央映画貿易 DV 1 

プライドと偏見 ｼﾞｮｰ･ﾗｲﾄ∥監督 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント DV 2 

ジェリーフィッシュ  デラ DV 3 

ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城 清治∥影絵 ホリプロ DV 5 

錦鯉の世界  オールインエンタテインメント DV 6 

図書館員のオススメ本 
 

『こんとあき』 
 

林 明子∥さく 福音館書店 
 

あきとぬいぐるみのこんはあきが生まれ

た時からずっと一緒。 

あきはどんどん大きくなりますが、こんは

どんどん古くなります。ある日とうとうこん

の腕がほころびてしまいます。 

こんとあきは、こんの腕を治してもらうた

めにさきゅうまちのおばあちゃんの家に向

かいます。小さな二人の冒険は大人になって

も心に残る一冊です。 

 

～ １月の予約ランキング～ 

1．人魚の眠る家 東野  圭吾∥著 

２．旅立ノ朝 佐伯  泰英∥著 

３．竹屋ノ渡 佐伯  泰英∥著 

４．ユートピア 湊  かなえ∥著 

５．蛮政の秋 堂場  瞬一∥著 

６．望郷 湊  かなえ∥著 

７．真実の１０メートル手前 米澤  穂信∥著 

８．魔女の封印 大沢  在昌∥著 

９．当確師 真山  仁∥著 

10．つまをめとらば 青山 文平∥著 
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Ｍ 日経小説大賞さん

大賞 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建国記念の日と紀元節 

 

 ２月１１日は建国記念の日。昔は「紀元節」という名前だったこと、ご存知ですか？紀元節は四大節

の１つで、日本の建国を記念した祝日です。「紀元」とは歴史上の基準となる最初の年のこと。「日本

書紀」にある神武天皇即位の日を太陽暦で換算して、２月１１日に決められました。戦後「国民の祝日

に関する法律」が制定された時に廃止されてから１８年後、法律の改正によって「建国記念の日」とし

て名前を変えて復活しました。昔と名前が変わった祝日は他にもあるので、由来や歴史を調べてみるの

も面白いですね。 

参考：『年中行事大辞典』 

 

他の 2 月生まれの作家(敬称略) 

東野圭吾（4日）  栗本薫（13日)    
室井佑月（27日)  赤川次郎（29 日)   

Happy Birthday!! 

辻村 深月(2月 29日) 

1980年 2月 29日生まれ。千葉大学教育学部卒業。

2004年に『冷たい校舎の時は止まる』で第 31回メフ

ィスト賞を受賞しデビュー。『ツナグ』で第 32回吉川

英治文学新人賞を、『鍵のない夢を見る』で第 147 回

直木賞を受賞。『凍りのくじら』や『光待つ場所へ』

で装画を担当したイラストレーターの佐伯佳美とは

大学時代からの親友である。著書に『スロウハイツの

神様』『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』『太陽の坐る場所』

『本日は大安なり』『ハケンアニメ！』『図書室で暮ら

したい』など。 
 

 

 

 

第７回大賞発表！ 

 

西山ガラシャ氏 

「公家様のお通り抜け」 
 

 日本経済新聞社・日本経済新聞出版社の共

催。新人に限らず、日本語による自作未発表作

品の長編小説を募集する。 

 第７回は１９６編の応募があり、時代小説や

歴史小説、経済小説、恋愛小説などの幅広いジ

ャンルの作品が寄せられた。戦後７０年という

節目の年を迎え、第２次世界大戦を舞台にした

作品も多かった。その中で、西山ガラシャ氏の

軽快なテンポで物語を展開する構成力が評価さ

れた。 

 

 

参考『新潮社公式ＨＰ』 

   
http://www.shinchosha.co.jp/writer/4166/ 
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平成２８年２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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和泉市立図書館ご案内 

10 

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、3月の巡回は、返却資料の回収と予約図書の受け渡しのみです 

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。 

25


