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図書館だより いずみさの 

 夏も真っ盛りですね。図書館には夏休みの宿題や自由研究に必要な本がたくさん

あります。今年の読書感想文コンクール課題図書だけでなく、去年以前の課題図書

も多く所蔵しています。宿題の本選びに困ったら、図書館をのぞいてみてください。 

 暑い夏におすすめの涼しくなりそうな本も取り揃えています。 

貸出レシートを導入しました！ 

 貸出している本などの名前や冊数が知りたいという、強いご要望が多

数寄せられていました。このたび、図書館では返却日をお知らせしてい

たスリップの代わりに、現在貸出中の資料が分かるレシートをお渡しい

たします。 

 全館合わせて貸出されている資料の名前や返却期限日の他に、返却日

が過ぎている資料には●、次に予約が付いている資料には■のマークで

分かるようになっています。 

 図書館の資料をたくさんの方にご利用いただくため、期限内の返却に

ご協力をお願いいたします。 

 移動図書館いちょう号では、変わらず次回巡回日時を記載したスリッ

プをお渡しいたします。図書館ではいちょう号で貸出された資料もレシ

ートに印字いたしますので、ご来館の際にお気軽にお声かけください。 

図書館からのお知らせ 

かみしばいの舞台を貸出いたします！ 

 図書館所蔵の紙芝居舞台（手製の寄贈品を含む）が貸出できるように

なりました。 

いずれも木製で、持ち手がついて運びやすくなっています。 

 個人貸出・団体貸出いずれも可能ですので、紙芝居の実演にご活用く

ださい。 

 数に限りがありますので、貸出制限点数（個人８点、団体 200点）

内で 1点までお借りいただけます。 

 ご利用になられる方は、レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書

館のカウンターまでおたずね下さい。 



「レファレンス」とは図書館の専門用語で「調査相談」のことです。 

夏休みは宿題や自由研究、レポート、ちょっとした好奇心などで、 

図書館を活用する人が多いのではないでしょうか。 

「どんな本がいいのか分からない！」 

「自分の探している本が見つからない！」 

そんな時は図書館職員にご相談ください。一緒にお探しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

ステップ１ 「何に」ついて知りたいですか？ 

いきなり「この本どこ？」と職員へ聞いていただいてもいいのですが、何について知りたいかを

具体的に教えていただけると、別の切り口から本を探せます。 

ステップ２ 「知りたいこと」は何に使いますか？ 

何に使うかを他人には言いづらいものですが、差し支えのない範囲で教えていただけると、手早く

探すことができます。 

 

ステップ３ 「知りたいこと」は誰が使いますか？ 

家族に頼まれたから…という方は多いのでは？ 

誰が読まれるかで、探す本も変わってきます。その方の目的も教えていただけると助かります。 

 

図書館では、宿題の解答に関する質問にはお答えできませんので、ご注意ください。 

例）「植物の載っている本を探している」 

Ａ．植物図鑑があります。 

「道に生えていた草花の名前が知りたい」 

Ａ．草花や道草だけを集めた本があります。 

例）「道に生えていた草花の名前が知りたい」 

Ａ．草花や道草だけを集めた本があります。 

「道に生えていた草が食べられるかどうか 

知りたい」 

Ａ．雑草を料理する本があります。 

例）「道に生えていた草が食べられるかどうか 

知りたい」 

Ａ．雑草を料理する本があります。 

「小学校の夏休みの自由研究でつかえるもので、 

食べられる雑草についての本はないか」 

Ａ．小学生向けの図書を重点的にお調べします。 

本探しを図書館がお手伝い！「レファレンス」活用術 

 

図書館からのおしらせ 

私の好きな本・絵本、大募集！ 

 好きな本やお気に入りの 1 冊を募集します。絵や文章などで

熱く語ってください！応募資格は０歳～10代の方です。 

 受付は 9月 1日より各図書館にていたします。 

応募された作品は、10月後半よりレイクアルスタープラザ・

カワサキ中央図書館２階エントランスホールにて、展示する予定

です。ご応募、お待ちしております！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

くらやみこわいよ レモニー・スニケット 岩崎書店 低学年向け 

怪談オウマガドキ学園 
怪談オウマガドキ学園編集

委員会 
童心社 中学年向け 

ぼくらのミステリータウン ロン・ロイ フレーベル館 中学年向け 

学校であった怖い話 飯島 多紀哉 小学館 高学年向け 

恐怖のお泊まり会 P.J.ナイト KADOKAWA 高学年向け 

はこ 怪談えほん         小野不由美作   nakaban絵 

何かがいなくなるたびにあかなくなる「はこ」。ふると何かが入っている音は聞

こえてくる。ある日、ひらいた「はこ」の中には何もない。中身はどこにいったの

かな？ 次は、どの「はこ」があかなくなるのかな？ 何がいなくなるのかな？ 

（小学校中学年向け） 

暑い季節は、図書館の本を読んでひやっと涼しく過ごしませんか？ 

大人気の妖怪から、ぞくっとくる怖い話までいろいろそろってます。 

こどものほんだな 

新着図書案内 

他にもたくさんの新着図書があります。くわしくは新着図書案内リストなどをご覧ください。 

「鼻のせいかもしれません」 黄川田 徹 著 筑摩書房 496.7 

 小学校低学年までのお子さんで、鼻づまりが気になる事はないでしょうか？

もしも鼻づまりがあるならば、睡眠が妨げられることにより、子どもの脳や身

体の発育に大きな影響を与えているかもしれません。鼻と発育の意外な関係性

や鼻づまりによる弊害を、耳鼻科医の著者がわかりやすく解説しています。 

 

「若冲」         澤田 瞳子 著  文藝春秋  Ｆサワ 

 京の錦で四代続く大店「枡源」の長男源左衛門は、家業を二人の弟に任せ朝

から晩まで二階の自室にこもり絵を描き続けている。源左衛門こそ世に二つと

ない絵を描くと言われる画人、若冲であった。妻を亡くした後、彼は一体どん

な思いで絵を描いていたのか。同時代を生きた応挙や蕪村も登場する芸術小説。 

 

 「あめ・のち・ともだち」北原 未夏子 作  国土社  児 913 

 ぼくの名前はトモキ、もうすぐ３年生。仲良しのゴウくんが冬休みに遠くへ

引っ越してしまった。３学期がはじまって今日はぼくの誕生日。ゴウくんがき

てくれるはずだったのに車が故障して行けないって連絡があったんだ。ママは

また今度って言うけれど…さてふたりはどんな誕生日をむかえたでしょうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
       

      1 

2 $ 4 ５ ６ 7 8 

9 + 11 12 13 14 15 

16 2 18 19 20 21 22 

23 9 25 26  28 29 

30       

日 月 火 水 木 金 土 
       

  1 2 3 4 5 

6 ( 8 9 10 11 12 

13 / 15 16  18 19 

20 6 7 8 9 25 26 

27 = 29 30    

８月 ９月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「忍たま乱太朗（アニメ劇場版）」   78分 

日時 8 月 8 日（土） 午後 2 時から 

 

「学校の怪談 戦慄の郊外編（アニメ）」 31分 

日時 9 月 12 日（土） 午後 2 時から 

 

申込み不要・会場の都合により 80 名まで 

懐かしの映画 午後のキネマ 

           偶数月第３土曜日開催 

「宇宙戦艦ヤマト 

        アニメ劇場版」 146 分 

         舛田 利雄監督 1977 年作品 

 

日時 8 月 15 日（土） 午後 1 時 30 分から 

 

申込み不要・会場の都合により 80 名まで 

 

おはなし会 

毎月第 1・3 水曜日 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館

で開催 

8 月 5 日・１９日 

9 月 2 日・１６日 

時間 午前 11時から午前 11時 30分まで 

会場 ２階視聴覚室 

人形劇団「ひまわり」による楽しい人形劇 

日 時  ８月３０日（日） 

    開場１０時２０分・開演１０時３０分 

場 所  長南公民館 ２階視聴覚室 

定 員  ７０名（先着順） 

    入場無料・事前申込不要 

 ※当日は臨時駐車場をご用意しています。 

おやこ De 人形劇 
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レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

移動図書館いちょう号 

TEL 072-469-7130 

佐野公民館図書室   TEL 072-463-6035 

長南公民館図書室     TEL 072-469-1101 

○休館日 □図書整理日 

 

お問い合わせ 

図書館の催しもの 

レイクアルスタープラザ・カワサキ 

中央図書館の映画会 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

勉強法 頭がよくなる青ペン書きなぐり勉強法 相川 秀希 KADOKAWA 002.7

読書 読んだら忘れない読書術 樺沢 紫苑 サンマーク出版 019.1

死生観 99%の人が知らない死の秘密 山川 紘矢（他） 興陽館書店 114.2

人生訓 「めんどくさい」をやめました。 やました ひでこ 祥伝社 159

人生訓 部下論 江口 克彦 東洋経済新報社 159.4

世界史 暴力の人類史 上・下 スティーブン・ピンカー 青土社 209.0

日本史 武士はなぜ腹を切るのか 山本 博文 幻冬舎 210.0

旅 あたらしい離島旅行 セソコ マサユキ WAVE出版 291.0

評論 いま、君たちに一番伝えたいこと 池上 彰 日本経済新聞出版社 304

民俗問題 隣人が殺人者に変わる時 加害者編 ジャン・ハッツフェルド かもがわ出版 316.8

政治 困難な選択 上・下 ヒラリー・ロダム・クリントン 日本経済新聞出版社 319.5

憲法 ライブ講義徹底分析!集団的自衛権 水島 朝穂 岩波書店 323.1

経済 美貌格差　生まれつき不平等の経済学 ダニエル S.ハマーメッシュ 東洋経済新報社 331.8

家計 NHK「あさイチ」お金が貯まる財布のひみつ 横山 光昭（他） 新潮社 338.1

社会心理 こころの声を「聴く力」 山根 基世 潮出版社 361.4

地域性 関東人と関西人 樋口 清之 PHP研究所 B 361.4

労働 ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか? 渡辺 輝人 旬報社 366.3

家族問題 家族という病 下重 暁子 幻冬舎 367.3

家族関係 長女はなぜ「母の呪文」を消せないのか 大美賀 直子 さくら舎 367.3

社会問題 男性漂流 奥田 祥子 講談社 367.5

子育て 子どものネット依存 遠藤 美季 かもがわ出版 367.6

老後 老後のお金 TAC出版編集部/編著 TAC出版 367.7

老人福祉 医者が教える幸せな死のかたち 加藤 豊 幻冬舎メディアコンサルティング 369.2

児童文化 絵本から学ぶ子どもの文化 浅木 尚実/編著 同文書院 376.1

教育 田舎の無名高校から東大、京大にバンバン合格した話 田野瀬 良太郎 主婦の友社 376.4

スパイ 三重スパイ 小倉 孝保 講談社 391.6

科学 狂気の科学 レト U.シュナイダー 東京化学同人 407.5

きのこ きのこのき 新井 文彦 文一総合出版 474.8

苔 苔三昧 大石 善隆 岩波書店 475

昆虫 昆虫はすごい 丸山 宗利 光文社 486.1

猿 ベンツ　消えた伝説のサル 緑 慎也 ポプラ社 489.9

医学 見守られて生きる 矢作 直樹 幻冬舎 490.1

脳 結果を出せる人になる!「すぐやる脳」のつくり方 茂木 健一郎 学研パブリッシング 491.3

整体 首を整えると脳が体を治しだす 島崎 広彦 アチーブメント出版 492.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2015年8・9月号



認知症 認知症はもう怖くない 西崎 知之 三五館 493.7

健康法 そのサラダ油が脳と体を壊してる 山嶋 哲盛 ダイナミックセラーズ出版 498.3

軍用機 無人暗殺機ドローンの誕生 リチャード・ウィッテル 文藝春秋 538.7

航空 新しい航空管制の科学 園山 耕司 講談社 538.8

生活 もたない、すてない、ためこまない。身の丈生活 アズマ カナコ 主婦の友インフォス情報社 590.4

洋裁 毎日着たい、手づくり服 美濃羽 まゆみ 日本ヴォーグ社 593.3

手芸 かわいくて毎日使いたい!お役立ちバッグ&小物 Happiness 主婦と生活社 594.7

美容 プロが教えるヘアアレンジレシピ 幻冬舎メディアコンサルティング 595.4

美容 そのダイエット、脂肪が燃えてません 中野 ジェームズ修一 青春出版社 595.6

料理 コウケンテツのおやつめし コウ ケンテツ クレヨンハウス 596

料理 昭和天皇と鰻茶漬 谷部 金次郎 河出書房新社 B 596

料理 このレシピがすごい! 土屋 敦 扶桑社 596.0

料理 1週間楽しめる熟成サラダ 小田 真規子 講談社 596.3

料理 おにぎらずとおにぎらずロール 郷 知詠子 ジー・ビー 596.3

お弁当 作りおき+使いきりお弁当 武蔵 裕子 永岡書店 596.4

おやつ おやつ教本 坂田 阿希子 東京書籍 596.6

種苗 モンサントの嘘 ブレット・ウィルコックス 成甲書房 615.2

作物栽培 柑橘類と文明 ヘレナ・アトレー 築地書館 625.3

葬儀 葬送の仕事師たち 井上 理津子 新潮社 673.9

レンタル業 TSUTAYAの謎 川島 蓉子 日経BP社 673.9

鉄道 寝台列車の図鑑 栗原 景 KADOKAWA 686.2

絵画 謎解きヒエロニムス・ボス 小池 寿子 新潮社 723.3

漫画 荒木飛呂彦の漫画術 荒木 飛呂彦 集英社 726.1

写真 キャパへの追走 沢木 耕太郎 文藝春秋 740.2

文楽 文楽をゆく 二代目吉田玉男 小学館 777.1

俳優 高峰秀子の引き出し 斎藤 明美 マガジンハウス 778.2

芸能 あっ!命の授業 ゴルゴ松本 廣済堂出版 779.1

スポーツ 観るまえに読む大修館スポーツルール 2015  大修館書店 780

マラソン マラソン・ライフを楽しもう 森村 俊介 近代文藝社 782.3

テニス 頂点への道 錦織 圭（他） 文藝春秋 783.5

野球 長嶋茂雄を思うと、涙が出てくるのはなぜだろう テリー伊藤 ポプラ社 783.7

言葉 15才までに語彙をあと1000増やす本 アーバン B 814

英語 英語学習の極意 泉 幸男 文藝春秋 830.7

小説ガイド ひと皿の小説案内 ディナ・フリード マール社 902.3

戯曲 トロワグロ 山内 ケンジ 白水社 912.6

紀行文 見仏記 メディアミックス篇 いとう せいこう（他） KADOKAWA 915.6

紀行文 旅といっしょに生きてきた 橋田 壽賀子 祥伝社 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 金沢あかり坂 五木 寛之 文藝春秋 B Fイツ

文庫 冬芽の人 大沢 在昌 新潮社 B Fオオ

文庫 この国の空 高井 有一 新潮社 B Fタカ

文庫 最後の晩ごはんお兄さんとホットケーキ 椹野 道流 KADOKAWA B Fフシ

文庫 京都寺町三条のホームズ 望月 麻衣 双葉社 B Fモチ

文庫 薔薇とハナムグリ モラヴィア 光文社 B 973

エッセイ ぱっちり、朝ごはん 阿川 佐和子(他) 河出書房新社 E

エッセイ やり残したこと 北野 武 ロッキングオン Eキタ

エッセイ ラストワルツ 村上 龍 ベストセラーズ Eムラ

小説 三毛猫ホームズの回り舞台 赤川 次郎 光文社 Fアカ

小説 狗賓童子の島 飯嶋 和一 小学館 Fイイ

小説 リストランテアモーレ 井上 荒野 角川春樹事務所 Fイノ

小説 猫は抱くもの 大山 淳子 キノブックス Fオオ

小説 SURVIVAL WEDDING 大橋 弘祐 文響社 Fオオ

小説 持たざる者 金原 ひとみ 集英社 Fカネ

小説 太宰治の辞書 北村 薫 新潮社 Fキタ

小説 恋する音川家 木下 半太 文藝春秋 Fキノ

小説 夜より黒きもの 高城 高 東京創元社 Fコウ

小説 五十坂家の百年 斉木 香津 中央公論新社 Fサイ

小説 自滅 柴田 よしき KADOKAWA Fシバ

小説 世界はゴ冗談 筒井 康隆 新潮社 Fツツ

小説 土方歳三 上・下 富樫 倫太郎 KADOKAWA Fトガ

小説 アンタッチャブル 馳 星周 毎日新聞出版 Fハセ

小説 禁忌-taboo 浜田 文人 幻冬舎 Fハマ

小説 ラプラスの魔女 東野 圭吾 KADOKAWA Fヒガ

小説 天下家康伝 上・下 火坂 雅志 日本経済新聞出版社 Fヒサ

小説 リバース 湊 かなえ 講談社 Fミナ

小説 田園発港行き自転車 上・下 宮本 輝 集英社 Fミヤ

小説 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ 講談社 Fムラ

小説 ナイルパーチの女子会 柚木 麻子 文藝春秋 Fユズ

外国文学 紙の動物園 ケン・リュウ 早川書房 933

外国文学 ハーバード同窓会殺人事件 ティモシー・フラー 論創社 933

外国文学 ジーン・ウルフの記念日の本 ジーン・ウルフ 国書刊行会 933

外国文学 イザベルにある曼荼羅 アントニオ・タブッキ 河出書房新社 973

小説・エッセイ
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ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

しゅうきょう 絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美 あすなろ書房 167

れきし 戦国武将列伝 　 ポプラ社 281

でんき 豊臣秀吉 ポプラ社 289

まなび 調べ学習ナビ 社会科編 山本 紫苑 理論社 307

ようかい 超こわい!超ふしぎ!日本の妖怪大集合200 山口 敏太郎 西東社 388

どうぶつ ボルネオでオランウータンに会う たかはし あきら 福音館書店 402

どうぶつ ナイトサファリのサバイバル 1 ゴムドリco. 朝日新聞出版 480

たべもの かき氷 伊地知 英信 岩崎書店 588

しごと 美術館・博物館で働く人たち 鈴木 一彦 ぺりかん社 706

おりがみ おりがみでのりものおもちゃ いまい みさ 実業之日本社 754

でんき グレース・ケリー ポプラ社 778

ゲーム 超ひっかけ!!運命ゲーム 小野寺 ぴりり紳 ポプラ社 798

おはなし あま～いおかしにご妖怪? 廣田 衣世 あかね書房 913

おはなし 駅のふしぎな伝言版 ほしお さなえ 徳間書店 913

おはなし おばけやさん 5 おかべ りか 偕成社 913

おはなし おひさまへんにブルー 花形 みつる 国土社 913

おはなし 教室の日曜日 村上 しいこ 講談社 913

おはなし 思春期 小手鞠 るい 講談社 913

おはなし それぞれの名前 春間 美幸‖著 講談社 913

おはなし とりはだはどうやったらつくれる? 川北 亮司 新日本出版社 913

おはなし のりものおばけずかん 斉藤 洋 講談社 913

おはなし ふりかえれば名探偵 杉山 亮 偕成社 913

おはなし マザーランドの月 サリー・ガードナー 小学館 933

えほん あーといってよあー 小野寺 悦子 福音館書店

えほん アブナイおふろやさん 山本 孝 ほるぷ出版

えほん クエスト アーロン・ベッカー 講談社

えほん ころころくるりん 長野 ヒデ子 教育画劇

えほん センシュちゃんとウオットちゃんながいたび 工藤 ノリコ 小学館

えほん ちっちゃなねずみくん なかえ よしを ポプラ社

えほん ともだちになろう ミース・ファン・ハウト 西村書店

えほん ニンニンジャーかぞく のぶみ 講談社

えほん はいくないきもの 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

えほん ま、いっか! サトシン えほんの杜

えほん もういいよったらもういいよ 香山 美子 金の星社

えほん やさいぺたぺたかくれんぼ 松田 奈那子 アリス館

児童書


