
 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＲＣ和泉図書館 

12日(金) 

 

  ＴＲＣ南部 

 

今月のお休み
ＴＲＣ北部 

 
1日(月)  8日(月) 

15日(月) 22日(月) 

26日(金) 29日(月) 

にじのとしょかん 

 

ＴＲＣシティプラザ 

図書館 

5日(金) 

 

June 

  
 
 
 

19日(金)  

 

1日(月)  5日(金) 

8日(月) 15日(月) 

22日(月) 29日(月) 

図書館行事中止のお知らせ 

６月に和泉市内の図書館で開催を予定しておりました行事は、新型コロナウイルス感染症拡大を防

止するため、下記の調べ学習ミニ講座を除きすべて中止することとなりました。楽しみにしてくださっ

ていた皆様には大変申し訳ございませんがご了承くださいますようお願い致します。 

それに伴い今月は行事のページはございません。 

調べ学習ミニ講座『？（なんで）のつづきを本でさがそう！』 

申込受付：６月８日(月)午前１０時～ 

※参加希望の図書館カウンター、または電話にてお申し込みください。 

     ※３日とも内容は同じです。いずれか１日のみの参加となります。 

対象：和泉市在住・在学の小学２年生～６年生までの方 

持ち物：筆記用具 

問合せ：ＴＲＣ和泉図書館 ☎0725-44-3071 ＴＲＣシティプラザ図書館 ☎0725-57-6670 

    ＴＲＣ北部リージョンセンター図書室 ☎0725-90-7512 

ＴＲＣ和泉図書館 

日時：６月２１日(日) 

午前１０時～午前１１時３０分 

定員：低学年５名・高学年５名 

ＴＲＣシティプラザ図書館 

日時：６月２８日(日) 

午後２時～午後３時３０分 

定員：低学年４名・高学年４名 

ＴＲＣ北部リージョン 

センター図書室 

日時：６月２7 日(土) 

午後１時３０分～午後３時 

定員：低・高学年あわせて３名 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ クスノキの番人 東野 圭吾∥著 

２ 暴虎の牙 柚月 裕子∥著 

３ 流浪の月 凪良 ゆう∥著 

４ おこん春暦 佐伯 泰英∥著 

５ 夜がどれほど暗くても 中山 七里∥著 

６ 大河の一滴 五木 寛之∥著 

７ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ∥著 

８ 罪人の選択 貴志 祐介∥著 

９ 十字架のカルテ 知念 実希人∥著 

10 帝都地下迷宮 中山 七里∥著 

5 位『夜がどれほど暗くても』 

 中山 七里∥著 角川春樹事務所  

 志賀倫成は大手出版社の週刊誌の副編集

長。だが息子・健輔に殺人の疑いがかかり、

スキャンダルを追う立場から追われる立場

に。被害者の娘、奈々美に襲われるが、彼女

と触れ合ううちに…。『ランティエ』連載に加

筆・訂正。 

８位『罪人の選択』 

  貴志 祐介∥著 文藝春秋   

「罪人」の前に出されたのは、一升瓶と缶

詰。一方には猛毒が入っている。果たして正

解は…。表題作をはじめ、SF や歴史を越えた

本格ミステリなど、全 4 編を収録した短編

集。『別册文藝春秋』ほか掲載を単行本化。 

～５月の予約ランキング～ 

 

 

 

課題図書について 

 課題図書は毎年多くの方が利用されるため、 

下記のように取扱いを変更させていただきます。 

 
○取扱い変更期間 ６月１５日（月） 

～８月３１日（月） 

○貸出期間 １週間（延長は出来ません） 

○課題図書の貸出・予約はおひとり様１冊まで 

○課題図書の予約の受付はカウンター・お電話 

のみで受付（青い図書館カードの方のみ） 

※また上記の期間中、今年の課題図書はカウン

ターのみの取扱い（本棚には並んでいませ

ん）となります。 

１人でも多くの方に利用していただくため、皆

様のご理解・ご協力をお願いします。 

ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッ

フまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



和泉市立図書館 新着図書案内 ２０２０年 6月号 

 

 

今月の新着図書 

(書名)  (著者名) (出版社) (分類) 

― 思想・宗教 ― 

    

世界一カンタンで実戦的な文系のための人工知能の教科書 福馬 智生∥著 ソシム 007.1 

高校生と考える日本の論点２０２０－２０３０ 桐光学園中学校 高等学校∥編 左右社 041 

皇国日本とアメリカ大権 橋爪 大三郎∥著 筑摩書房 155 

世界の神様解剖図鑑 平藤 喜久子∥著 エクスナレッジ 164 

― 歴史・地理 ― 

    

日本の古墳はなぜ巨大なのか 国立歴史民俗博物館∥編 吉川弘文館 209.3 

偽書が揺るがせた日本史 原田 実∥著 山川出版社 210 

図説中国古代の機械と技術 中国科学技術館∥編 科学出版社東京 222 

残念な死に方事典 小和田 哲男∥監修 ワニブックス 281 

― 社会科学 ― 

    

首都改造 源川 真希∥著 吉川弘文館 318.7 

声なき叫び ファリダ アフマディ∥著 花伝社 334.4 

いま、子どもに伝えたい性のＱ＆Ａ アクロストン∥著 主婦の友社 367.9 

科学的に考える子育て 和久田 学∥著 緑書房 370.4 

★新書は分類にて S、文庫はMと表示しています。 

『日本の聖地』 

枻出版社 分類 186.9 

観音様の聖地である西国三十三所、日本書紀から見る天皇ゆかりの聖地、日本

人の心がやどる霊山など、日本の聖地を豊富なカラー写真とともに紹介する。

仏教・神道の基礎知識なども収録。 

『世界でいちばん虚無な場所』 

ダミアン ラッド∥著  菅野 楽章∥訳 

柏書房  分類 290.1 

南極の島に惑わされ、オーストラリアの山で絶望し、米国でユートピアの虚しい

現実を知り…。Ｇｏｏｇｌｅマップ上の悲しい地名を取り上げ、その裏に隠され

た物語を紹介する。データ：２０２０年３月現在。 

『世界ことわざ比較辞典』 

日本ことわざ文化学会∥編 時田 昌瑞∥監修 山口 政信∥監修 

岩波書店 分類 388.8 

日本でよく使われている常用ことわざ３００を通して、世界各地の諸言語にある

同じようなことわざの意味や使い回しの異同を比較。すべて日本語訳と原語で掲

載し、異型・類義などの多様な言い回しや歴史的な変遷も解説する。 



和泉市立図書館 新着図書案内 ２０２０年 6月号 

 

 

ザ・ヒストリー科学大百科 トム ジャクソン∥著 ニュートンプレス 402 

くらべてわかるシダ 桶川 修∥文 山と溪谷社 476 

鳴く虫「音声」図鑑 奥山 風太郎∥著 ＤＵ  ＢＯＯＫＳ 486.4 

読むオイル事典 新装版 ＹＵＫＩＥ∥著 主婦の友社 498.5 

― 技術 ― 

世界の橋の秘密ヒストリア ジュディス デュプレ∥著 エクスナレッジ 515 

世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤 理文∥監修 三才ブックス 521.8 

教授にきいた…コスメの科学 野々村 美宗∥著 フレグランスジャーナル社 576.7 

テツヤ８５歳、孫の服を着てみたら思ったよりイケてた。 シルバーテツヤ∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 589.2 

― 手芸・料理・子育て ― 

    

季節のフラワーアクセサリー  アップルミンツ 594.3 

ホーローバットで作るたかこさんのおうちお菓子 稲田 多佳子∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ 596.6 

親子で育てることば力と思考力 今井 むつみ∥著 筑摩書房 599 

― 産業 ― 

    

ガーデニング大百科  ブティック社 627 

神木探偵 本田 不二雄∥著 駒草出版 653.2 

オーバーツーリズム 高坂 晶子∥著 学芸出版社 689.2 

― 自然科学 ― 

『散歩が楽しくなる空の手帳』 

森田 正光∥監修 

東京書籍 分類 451 

空はなぜ青い？ ひつじ雲が出ると翌日は雨？ 木枯らしの定義は東西で異な

る…？ 雲や大気光学現象について、その「名前」や「仕組み」と合わせて、

誰かに話したくなる「雑学ネタ」や「俳句」を紹介する。 

『自分で作るねこの家具とインテリア』 

成美堂出版編集部∥編 

成美堂出版 分類 592.7  

ソファ、囲いつきベッド、爪とぎ台、ダンボールドーム、リボンのねこじゃら

し…。シンプルテイストのインテリアにもばっちりなじむ、洗練されたねこの

家具をＤＩＹする方法を紹介する。 

『半農半林で暮らしを立てる』 

市井 晴也∥著 

築地書館 分類 611.9 

米作りで分かったこと分からないこと、森林組合の仕事、にわか大工の奮闘…。

新潟の森林組合に飛び込んで、炭焼きを始めて２５年。米作りと魚沼杉の育成・

生産で山村生活を送る著者が、４月から３月までの月ごとの生活を綴る。 
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― 芸術・スポーツ ― 

    

バンクシーを読む  宝島社 723.3 

籐で作るアクセサリーと小物 堀川 波∥著 誠文堂新光社 754.6 

ページをめくるとジャズが聞こえる 村井 康司∥著 シンコーミュージック・エンタテイメント 764.7 

もしも茶会の正客に招かれたら。 小澤 宗誠∥監修 淡交社 791.7 

― 言語・文学 ― 

６か国語で貼って伝わる文例２００ ユーキャンインバウンド研究会∥編 ユーキャン学び出版 801.6 

文豪のすごい言葉づかい辞典 山口 謠司∥監修 宝島社 814 

伝わる短い英語 浅井 満知子∥著 東洋経済新報社 830 

世界の文学、文学の世界 奥 彩子∥編 松籟社 908 

― ビジネス・PC ― 

    

会社のきれいなやめ方 弁護士による退職代行サービス研究会∥著 自由国民社 BU366.2 

トラブル不動産ＳＯＳ 永長 淳∥著 ロギカ書房 BU673.9 

ガーリーデザインブック Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｎｃ．∥著 エムディエヌコーポレーション PC007.6 

― YA ― 

    

語られなかったアメリカ史 ３ オリバー ストーン∥著 あすなろ書房 Ｙ253 

科学の最前線を切りひらく！ 川端 裕人∥著 筑摩書房 Ｙ404 

１４歳からの読解力教室 犬塚 美輪∥著 笠間書院 Ｙ817 

ドーナツの歩道橋 升井 純子∥著 ポプラ社 Ｙ913 

『無人島冒険図鑑』 

梶 海斗∥著 

秀和システム 分類 786 

無人島へ出かけてみませんか？ 実際に誰でも足を運べる国内外の１５の無人

島をとり上げ、無人島へ上陸して過ごすための知識とノウハウを紹介します。

実録マンガ「無人島１か月滞在記」も収録。 

『Ｗｏｒｄ最強時短仕事術』 

高田 天彦∥著 

技術評論社 分類 PC582.3 

文書作成前の準備から印刷にいたるまで、「Ｗｏｒｄ」の時短・効率化を実現す

るノウハウをわかりやすく解説。思考を整理しながら、最短のプロセスで、必要

十分な文書を作り上げられるよう豊富な画面写真で説明する。 

『マンガでわかる！中学生からの最強の勉強法』  

坂本 七郎∥著 

ナツメ社 分類Ｙ375 

中学生活を変える“魔法のランプ”を手に入れよう！  ふだんはどんな勉強をし

て、テスト前には何をすべきか、具体的な学習法をマンガを交えて解説。計画表

をダウンロードできるＵＲＬ、コピーして使える記入用シート等付き。 
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― 小説 ― 

    

ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂 パトリシア∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

総理の決断 大塚 千久∥著 エネルギーフォーラム 913.6 

透明な夜の香り 千早 茜∥著 集英社 913.6 

小鳥、来る 山下 澄人∥著 中央公論新社 913.6 

ループ・ループ・ループ 桐山 徹也∥著 宝島社 M913.6 

逃げるな新人外科医（泣くな研修医 ２） 中山 祐次郎∥著 幻冬舎 M913.6 

― 時代小説 ― 

 

大一揆 平谷 美樹∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6 

とろとろ卵がゆ（居酒屋ぜんや ８） 坂井 希久子∥著 角川春樹事務所 M913.6 

大酒の合戦（下り酒一番 ４） 千野 隆司∥著 講談社 M913.6 

御城の事件 東日本篇 二階堂 黎人∥編 光文社 M913.6 

消えた御世嗣（剣客奉行柳生久通 ３） 藤 水名子∥著 二見書房 M913.6 

― エッセイ・海外小説 ― 

    

笑って生ききる 瀬戸内 寂聴∥著 中央公論新社 914.6 

中国詩人烈伝 諸田 龍美∥著 淡交社 921 

ＴＨＥ  ＬＹＲＩＣＳ １９７４－２０１２ ボブ ディラン∥著 岩波書店 931.7 

茶室 リシャール コラス∥著 集英社 953.7 

『バスへ誘う男』 

西村 健∥著 

実業之日本社 分類 913.6 

路線バス旅のコーディネイターの「私」は、同好の士で元刑事の炭野と出会う。

彼はなぜか、翌日になると謎を解き明かしてくれる…。東京の片隅に生じた小さ

な謎を解き明かす、一風変わったトラベルミステリー。 

『おやこ』 

細谷 正充∥編 池波 正太郎∥ほか著 

朝日新聞出版 分類M913.6 

長唄の家にもらわれ、義母の献身的な助けにより希代の名優になる「仲蔵とその

母」、藩政改革に奮闘する若き勘定奉行を支える老藩士の秘められた過去「いさ

ましい話」…。時代小説の名手が親子の情を描いた傑作短編７編を収録。 

『失われたいくつかの物の目録』 

ユーディット シャランスキー∥著  細井 直子∥訳 

河出書房新社 分類 943.7 

過ぎ去りしものをつなぎ止め、忘却をくい止めるための方法はじつに多様だ。海

に沈んだツアナキ島、絶滅種カスピトラ、キナウの月面図…。自然、歴史、文学

の魅力を詰めこんだ、「喪失」をめぐる１２の物語。 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday!! 
柳田 邦男 (９日)  

 

１９３６年栃木県生まれ。ＮＨＫ記者を経て

作家活動に入る。７２年『マッハの恐怖』で第

３回大宅壮一ノンフィクション賞、７９年『ガ

ン回廊の朝』で第１回講談社ノンフィクション

賞、８５年『撃墜』他でボーン・上田記念国際

記者賞、９５年『犠牲（サクリファイス）』など

で第４３回菊池寛賞を受賞。その他の著書に

『恐怖の２時間１８分 スリーマイル島原原

発事故全ドキュメント』など、多数。 

 

 
 

        

他の６月生まれの作家(敬称略) 

石田 千(４日)   那須 正幹(６日) 

ねじめ 正一(１６日)   太宰 治(１９日) 

参考：『零式戦闘機』 

 

『ノースウッズ 

 生命を与える大地』  
 

参考：『不調を感じたら…からだが喜ぶ料理のきほん』『暮らしの図鑑 薬膳』 

『からだを整えるフルーツ in紅茶』 

「ちょっと疲れてきたときに」 

 

 
 

病院に行くほどしんどい訳ではないけど、ずっと疲れている、うまく眠れない…そういった症

状を東洋医学では「未病」といいます。未病の原因は食生活や日常生活に問題があることが

多いですが、湿度が高くなると体に余分な水分がたまりやすく、それも不調の原因に。そんな

時におすすめなのが、食を通じて体調を整えることを目的とした「薬膳」。難しそうな印象で

すが意外と簡単にできるレシピもあります。疲れが出やすいこの季節、生活に取り入れてみま

せんか？ 

2018 年、にじのとしょかんにて、美

しい写真と動画を交えてスライドトー

クをして下さった大竹さんの最新の写

真集！「動物、草木、人間、さらには

岩や水、火や風や雪といったあらゆる

存在が、この地球から命を与えられ生

かされている。」北米の湖水地方・ノー

スウッズに通い続けて撮影 20 年の集

大成。写真に込められた大竹さんの思

いとは･･･。 

 

大竹 英洋∥著 クレヴィス 



 

 

  

 

ＯＳＡＫＡ ＰＡＧＥ ＯＮＥ キャンペーン 

 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikyoiku/osakapageone/index.html より 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 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。 

◆TRC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 

◆TRC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 

◆TRC南部 RC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。 

◆TRC北部 RC図書室  ℡９０－７５１２  開館時間 …午前１０時～午後８時   

 

スマホサイト 

 https://www.library.izumi.osaka.jp/ 

携帯サイト 

 

★☆★☆★！！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。 

和泉市立図書館ご案内 

以前は広大な寺域があったとされる国分寺 

和泉中央駅から車で１５分。現在は一堂宇があるのみですが、江戸時代の文献「泉州志」な

どによると、東西１９間、南北８間８分、１８６坪の寺域を有し、金堂、宝塔、中門、大門な

どの旧礎が残っていると記されています。しかし、過去に考古学的な調査を受けたことがほと

んどなく、実態は不明ですが、奈良時代以降の瓦を出土しています。「続日本後紀」に、平安時

代の承和６年（８３９年）に既存の安楽寺を国分寺に昇格させたと記されています。 

参考：『和泉市歴史文化財めぐり』 

 

２０２０年６月１日発行 


