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March 

和泉図書館 

11日(金) 

  南部リージョン 

センター図書室 

 １日(火) ２日(水) 

３日(木) ４日(金) 

７日(月) 14日(月) 

22日(火）28日(月) 

今月のお休み 
北部リージョン 

センター図書室 

 

18日(金) 

２０１６年３月１日発行 

７日(月) 14日(月) 

21日(月) 25日(金) 

28日(月) 

にじのとしょかん 

 

シティプラザ 

図書館 
１日(火) ２日(水) 

３日(木) ４日(金) 

  

 

 

 

 
 

おかげさまで、和泉図書館が現在の場所でリニューアルオープンしてから、 

今年の 3月 20日で 5周年を迎えることになりました。 

これも利用者の皆様の温かいご支援の賜物と厚く御礼を申し上げます。 

今後とも、皆様にとって身近で使いやすい図書館を目指して日々努力して 

まいりますので、引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。 
 

和泉市立和泉図書館長 

太田 勝久 

 

 

和泉図書館 フチュール和泉移転５周年！ 

 

２０１６年４月より、和泉図書館に続いてシティプラザ図書館・北部 RC 図書室でも、すくすくタイム

を実施いたします！ 
 

シティプラザ図書館：毎月第２金曜日 北部リージョンセンター図書室：毎月第４金曜日  

どちらも午前 10時～正午まで行います。 

また、ミニおはなし会は午前 11時より行います。ふるってご参加ください！ 

和泉図書館は通常通り、第１・第３金曜日に行います。 
 

※すくすくタイムとは、赤ちゃんと保護者の方のための図書館開放時間です。普段、赤ちゃんの泣き声

を気にして利用できなかった育児中の方は、ぜひぜひこの機会にご利用ください！ 

(なお、時間内に利用されます皆さまには、赤ちゃんの泣き声や話し声に対し、ご理解・ご協力をお願い

いたします) 
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１ 火  17 木  

２ 水  18 金 ㊡プ 

３ 木  19 土  

４ 金  20 日  

５ 土   21 月 ㊡に  

６ 日  22 火 ㊡南 

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：3月 6日(日)  14：30～14：45 
対象：小学生以上 
場所：にじのとしょかん 絵本コーナー 
申込：不要。お気軽にご参加ください。 

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             

(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)こどものための映画会（12 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） 

 

おはなし会 

日時：3月 12日（土）11:00～11:30   

内容：はるのおはなし  

 

おやまのがっこう 

日時：3月 20日（日）11:00～11:30   

内容：折紙「チューリップ」 
 

どちらの行事も南部ＲＣ図書室絵本コーナーで行います 

春の工作教室 

日時：3月 5日（土）14:00～16:00 

場所：シティプラザ地下１階 多目的室 

内容：まわるてんとう虫・紙コップロケット・ 

変身仮面を作ります。 

対象：幼児～小学生まで 

 

本のリサイクル市 

日時：3月 26日（土）9:00～16:00 

場所：シティプラザ地下１階 多目的室お話室・ 

内容：お一人様 10冊まで無料でお持ち帰りいただけます。 

整理券：当日 8:30より地下１階多目的室前にて

整理券を配布いたします。 

※13:00からご自由に入って頂けます。 

※袋は各自お持ちください 

図 書 館 ３ 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 

     

今月の映画会は、 

和泉図書館「シュレック２」 

シティプラザ図書館こどものための映画会「くまのおいしゃさん」です。 

 

南
部 

図
書
室 

北
部 

図
書
室 

蔵
書
点
検 

北 
★春の 

工作教室（プ） 

★本のリサイ 

クル市（プ） 

RC RC 
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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 ― 

    

読んだつもりで終わらせない名著の読書術 樋口  裕一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 019             

笑い Ｈ．ベルクソン∥著 平凡社 135 

どうでもいい小さなことで不機嫌にならない本 和田  秀樹∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 141 

神社の解剖図鑑 米澤  貴紀∥著 エクスナレッジ 175 

本当の自分とつながる瞑想入門 山下  良道∥著 河出書房新社 180 

御朱印でめぐる高野山  ダイヤモンド・ビッグ社 188 

― 歴史・地理 ― 

怪しいものたちの中世 本郷  恵子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.4 

ニュースがよくわかる教養としての日本近現代史 河合  敦∥著 祥伝社 210.6 

独島・鬱陵島の研究 洪  性徳∥著 明石書店 221 

五色の虹 三浦  英之∥著 集英社 280 

真田幸村の系譜 真田  徹∥著 河出書房新社 288 

異世界の書 ウンベルト  エーコ∥編著 東洋書林 290 

山の名前っておもしろい！ 大武  美緒子∥著 実業之日本社 291 

― 社会科学 ― 

    

国際紛争を読み解く五つの視座 篠田  英朗∥著 講談社 319 

無戸籍の日本人 井戸  まさえ∥著 集英社 324 

ドイツ帝国の正体 イエンス ベルガー∥著 早川書房 332 

「世界の大富豪」成功の法則 城島  明彦∥著 プレジデント社 361 

発達障害がある子のためのおうちでできる就学準備 道城 裕貴∥著 合同出版 378 

妖怪の宴妖怪の匣 京極 夏彦∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 388 

『平成の家族と食』 

品田  知美∥著  野田  潤∥著  畠山  洋輔∥著 

晶文社 分類 383 

和食はどれくらい食べられているか？ 主婦はコンビニで食料を購入しているか？  

男性は台所へ入っているか？   

膨大なデータをもとに、平成の家族と食のリアルを徹底解明。 

日本の家族の健康と働き方、幸福を考えるための一冊。 

『しないことリスト』 

ｐｈａ∥著 

大和書房 分類 159 

本当はしなくてもいいことを手放して、「自分の人生」を取り戻そう。 

３６個の「これは別にしなくていい」ことを検討し、世の中にあふれる「○○しなきゃい

けない」という呪縛を解く。 
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― 自然科学 ― 

    

高校教師が教える身の回りの理科 長谷川  裕也∥著 工学社 404 

中学の知識でわかるアインシュタイン理論 大方  哲∥著 楓書店 421 

すごい古代生物 川崎  悟司∥著 キノブックス 457 

ここまで進んだ心の病気のクスリ 久保田 正春∥著 法研 493.7 

― 技術 ― 

素材とデザインの教科書 [第３版] 日経デザイン∥編 日経ＢＰ社 501 

トコトンやさしい生産技術の本 坂倉  貢司∥著 日刊工業新聞社 509 

すごい家電 西田 宗千佳∥著 講談社 545 

日本懐かし即席めん大全 山本  利夫∥著 辰巳出版 588 

― 手芸・料理 － 

刺しゅうで飾る桃の節句と端午の節句 戸塚  きく∥著 啓佑社 594 

はじめてでもちゃんと作れる通園通学ＢＯＯＫ  日本ヴォーグ社 594 

アヒージョ！ ホセ バラオナ ビニェス∥著 柴田書店 596.2 

野菜おかず作りおきかんたん２１７レシピ 岩﨑  啓子∥著 新星出版社 596.3 

― 産業 － 

うまい米が食べたい！ 本当に美味しいごはんを食べる会∥編著 洋泉社 616 

ネコのキモチ解剖図鑑 服部  幸∥監修 エクスナレッジ 645 

アクアリウムこだわりのポイント 小さな大自然の店（ヒロセペット）∥監修 メイツ出版 666 

１００万円からの空き家投資術 高橋 洋子∥著 ＷＡＶＥ出版 673 

汽車のあった風景 [東日本篇・西日本篇] 安田  就視∥写真 交通新聞社 686 

― 芸術・スポーツ ー 

    

現代アートの本当の楽しみ方 フィルムアート社∥編 フィルムアート社 702 

人気の三種が彫れる仏像彫刻上達のポイント 関  侊雲∥監修 メイツ出版 718 

日本のヴィンテージ・ギター 日本ヴィンテージ  ギター倶楽部∥著 グラフィック社 763 

行こう！大相撲観戦 服部 祐兒∥監修 ナツメ社 788 

『オセロの勝ち方』 [新装改訂版] 

長谷川  五郎∥著 

河出書房新社 分類 795 

勝つための考え方とは？  オセロの基本的な戦術から、序盤を戦うために知るべき４大

定石、世界チャンピオンの実戦譜で学ぶ高等戦術までを収録。楽しみながら強くなる、

オセロの解説書。 

『なぜ？ストレスチェックを導入した会社は伸びたのか？』 

植田 健太∥著 

ＴＡＣ株式会社出版事業部 分類 498.8 

臨床心理士と社会保険労務士の２つの資格を有する著者が、メンタルヘルス対策を「費用」

ではなく、「最良の投資」にする方法を伝授！  

実例やデータを用いて、ストレスチェックからはじめるメンタルヘルス対策を紹介する。 
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― 言語・文学 ― 

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか 森島 泰則∥著 勁草書房 807 

日常韓国語会話フレーズＢｅｓｔ表現１１００ 李  明姫∥著 明日香出版社 829 

感情類語辞典 アンジェラ  アッカーマン∥著 フィルムアート社 901 

詩のなぐさめ 池澤  夏樹∥著 岩波書店 902 

女子会川柳 [３] シティリビング編集部∥編 ポプラ社 911.4 

－ 小説・エッセイ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

いつかの人質 芦沢  央∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

午後二時の証言者たち 天野 節子∥著 幻冬舎 913.6 

よはひ いしい  しんじ∥著 集英社 913.6 

狙撃手のオリンピック 遠藤  武文∥著 光文社 913.6 

パピヨンルージュと嵐の星 茅田 砂胡∥著 中央公論新社 913.6 

ロング・ロング・ホリディ 小路  幸也∥著 ＰＨＰ研究所 913.6 

言い訳だらけの人生 平 安寿子∥著 光文社 913.6 

死んでいない者 滝口 悠生∥著 文藝春秋 913.6 

光陰の刃 西村 健∥著 講談社 913.6 

少女の時間 樋口  有介∥著 東京創元社 913.6 

戦旗 松永  弘高∥著 朝日新聞出版 913.6 

悪名残すとも 吉川  永青∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

買い物の九割は失敗です 岸本 葉子∥著 双葉社 914.6 

孫と私の小さな歴史 佐藤 愛子∥著 文藝春秋 914.6 

何がいいかなんて終わってみないとわかりません。 ミゾイ キクコ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 

救命センター カルテの向こう側 浜辺 祐一∥著 集英社 916 

シェイクスピアとコーヒータイム スタンリー ウェルズ∥著 三元社 932 

トルコ軍艦エルトゥールル号の海難 オメル  エルトゥール∥著 彩流社 933 

つつましい英雄 マリオ  バルガス＝リョサ∥著 河出書房新社 963 

『レプリカたちの夜』 

一條  次郎∥著 

新潮社 分類 913.6 

動物のレプリカ製造工場に勤める往本は、残業中の深夜、動くシロクマを目撃する。 

だが、この世界において野生のシロクマはとうに絶滅したはずだった。往本は工場長に呼

び出され、動くシロクマの正体を内密に探るよう頼まれる。 

                         『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』 

                                    城山  真一∥著 

                                 宝島社 分類 913.6 

依頼人のもっとも大切なものを報酬に、大金をもたらす株取引の天才「黒女神」。助手を務

めるのはメガバンクに失望した元銀行員。やがて二人は壮絶な経済バトルに巻き込まれて

いく。金を通じて人の心を描き出す経済サスペンス。 
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― ビジネス・PC － 

日本でいちばん大切にしたい会社 [５] 坂本  光司∥著 あさ出版 BU 335.3 

職場のハラスメント 中井 智子∥著 労務行政 BU 366 

中国人観光客の心をつかむ接客フレーズ５００ 韓 美齢∥著 カンゼン BU 673 

かんたんＰｅｒｌ 深沢 千尋∥著 技術評論社 PC 007 

イチから学ぶプログラミング 日経ソフトウエア∥編集 日経ＢＰ社 PC 007 

今すぐ使えるかんたんビデオ編集＆ＤＶＤ作り リンクアップ∥著 技術評論社 PC 547 

― 文庫・新書 ― 

ひと月９０００円の快適食生活 魚柄  仁之助∥著 飛鳥新社 M 596 

覚えておきたい美しい大和言葉 日本の言葉研究所∥著 大和書房 M 810 

犬の証言 野口  卓∥著 文藝春秋 M 913.6 

頂上決戦 濱  嘉之∥著 文藝春秋 M 913.6 

バッドカンパニー 深町 秋生∥著 集英社 M 913.6 

魔法の色を知っているか？ 森 博嗣∥著 講談社 M 913.6 

クーポンマダムの事件メモ リンダ ジョフィ ハル∥著 早川書房 M 933 

魔人の地 カイ マイヤー∥著 東京創元社 M 943 

自分では気づかない、ココロの盲点[完全版] 池谷 裕二∥著 講談社 S 141 

戦国武将はなぜその「地名」をつけたのか？ 谷川 彰英∥著 朝日新聞出版 S 291 

英国人記者が見た世界に比類なき日本文化 ヘンリー Ｓ．ストークス∥著 祥伝社 S 361 

南海トラフ地震 山岡 耕春∥著 岩波書店 S 453 

１０年後破綻する人、幸福な人 荻原 博子∥著 新潮社 S 591 

― YA ― 

マンガがあるじゃないか 河出書房新社∥編 河出書房新社 Y 726 

ぼくらの魔女戦記 [２] 宗田  理∥作 ポプラ社 Y 913 

小泉八雲 日本を見つめる西洋の眼差し 筑摩書房編集部∥著 筑摩書房 Y 930 

図書館員のオススメ本 

『二時間目国語』 

小川 義男∥監修 

宝島社 

 小、中、高校時代の教科書の中から、かつ

ての子供たちに愛された２１作品が選ばれ

収録されています。トロッコ、スイミー、ご

んぎつね、高瀬舟、こころなど懐かしい気持

ちになる物語が沢山あります。現役の学生さ

んはもちろん、大人になってから読むと当時

は気付かなかった新たな発見もあり、楽しめ

る作品になっています。 

～ ２月の予約ランキング～ 

1．つまをめとらば 青山  文平∥著 

２．あの日 

 

 

小保方  晴子∥著 

３．坂の途中の家 角田  光代∥著 

４．ガラパゴス [上・下] 相場  英雄∥著 

５．倒れるときは前のめり 有川  浩∥著 

６．人魚の眠る家 東野  圭吾∥著 

７．獅子吼 浅田  次郎∥著 

８．天才 石原  慎太郎∥著 

９．異類婚姻譚 本谷  有希子∥著 

10．火花 又吉  直樹∥著 
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 『桜の開花予想の歴史』 

3 月になるとそろそろ桜の開花時期が気になりませんか？気象庁が桜の開花予想を初めて発表し

たのは１９５１年。関東地方を対象におこなわれ、５５年には沖縄と奄美を除く全国で発表されま

した。しかし開花予想の歴史はもっと昔といわれています。室町時代の将軍、足利義政が「花見連

歌の宴」を催す際、蕾のふくらみ具合をみて日取りを決めたという話があります。桜の開花への思

いは今も昔も変わっていないようですね。     参考：『季節と暮らす３６５日』 

 

 

 
 

小学生、中・高生の皆さん。図書館の仕事を

体験してみませんか？ 

４月２９日（金） 中・高生 

４月３０日（土） 小学生（４年生以上） 

時間：８：４５～１６：００ 

場所：和泉図書館・シティプラザ図書館 

定員：各館各日３名ずつ 

（申込み多数の場合は市内優先で抽選） 

申込：往復はがきに新学年、電話番号、住

所、氏名を記入のうえ、希望館へ郵送くださ

い。 

＜４月１５日(金）必着＞ 
 

和泉図書館     〒594-0071 府中町一丁目２０番１号  

シティプラザ図書館 〒594-0041 いぶき野五丁目４番７号  

 

 
 
蔵書点検に伴う図書館休館のお知らせ 

 

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けもでき

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          終了しました 

シティプラザ図書館      終了しました 

にじのとしょかん       終了しました 

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） 

 

 

 

１日図書館員になろう！ 
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平成２８年３月自動車文庫巡回予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回駐車場名 3月 巡回時間（午後） 

伏屋町 3丁目（伏屋町会館前） 2日・23日 13:30～14:30 

光明台北小学校 2日・23日 15:00～16:30 

南松尾小学校 3日・24日 15:10～16:30 

南横山小学校 9日・30日 15:00～16:30 

光明台 2丁目 18日 13:30～15:00 

南池田小学校 18日 15:30～16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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 

和泉市立図書館ご案内 

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。 


