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スペシャルおはなし会 

小学生が楽しんで参加いただける、少し長いおは

なしが中心のおはなし会です。ご家族やお友達と

いっしょに来てね！ 

 

日時：10月 31日（土）13：30～14：30 

（開場 13：15～） 

場所：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

出演：おはなしの会ルピナス 

定員：60名 

申込：申込み不要 参加自由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 過ごしやすい涼しい季節になりました。お祭りに運動会など、わくわくする行事

が目白押しです。図書館でもおはなし会や映画会以外に、様々なイベントを企画し

ています。暑い季節が過ぎて、ほっと一息つく時間にぴったりな本もご用意してい

ます。ご家族で図書館にいらしてください！ 

 今年は図書館で読書の秋を満喫しませんか？ 

 １０月２７日～１１月 9 日は読書週間です。

図書館では、読書週間にあわせて、イベント

や展示を企画しています。 

 

図書館からのお知らせ

図書館見学ツアー 

関係者以外立入禁止の書庫や、作業室、移動図書

館の車庫など、普段見ることができない図書館の

裏側にご案内します！ 

 

日時：11月 1日（日）①10:30～/②14:00～ 

場所：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

定員：各 10名（小学生以下保護者同伴） 

申込：10月 8日から 

わたしの好きな本、私のお気に入りの１冊 

0才から 10代を対象に好きな本の紹介を募集し

ています！力作のイラストや文をご応募くださ

い。締め切りは 10 月 14日です！ 

 

展示：10月 30日（金）から 

場所：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 

１階表紙見せコーナーでは、おススメしてもらった本

の展示をします。ぜひ、ご覧ください！貸出もできま

す。 

としょかん朗読会 

日時：11月 28日（土）13：30～15：00 

出演：おはなしフォント（佐野公民館登録クラブ） 

 

講演会「子どもに読書の楽しさを伝える」 

日時：12月 5日（土）10：00～12：00 

講師：川上 博幸氏 

今後の催し予定 

秋の読書週間！ 

 

小学生
しょうがくせい

 大歓迎
だ い か ん げ い

！ 



どんなに大切に使っても、物はいつか壊れてしまうものです。たくさんの人に貸出

され、読まれている図書館の本は少しの破損などは、修理して大切に使っています。 

図書館で使っている主な修理専用の道具をご紹介します。 

もし、壊れてしまったら… 

 ページが外れてしまった、ページを破ってしまったという場合は、そのままの状態で図書館のカ

ウンターにお申し出ください。ばらばらになっていなければ、図書館で修理いたします。 

セロハンテープで修理したいのですが… 

 破れたページは貼り合せてから返したいという方は多いのですが、本の修理は図書館におまかせ

ください！特にセロハンテープは、粘着部分の劣化が早く、変色してシミになってしまうことがあ

るため、本の修理には向きません。図書館では専用のテープで修理しています。 

修理できないものは、ありますか？ 

 原形が分からないほどに破損したものや、ページが紛失したもののほかに、水にぬれてしわしわ

になってしまったり、食べこぼしなどでシミになったものは、残念ながら図書館では修理すること

ができません。 

 ひどい状態だと他の方に貸出することができなくなるので、弁償をお願いすることになってしま

います。本は大切に取り扱ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

ブッカー（ブックコート・フィルムコート） 

図書館の本を包んでいる透明のシート。

シール状になっていて、空気を入れずに貼

るのが結構難しいです。丈夫で水や劣化に

強く、少しの汚れなら簡単に落とすことが

できます。劣化しにくいので、細く切って

補修にも使います。 

大型の文具用品店で売っているので、個

人での購入もできます。 

壊れてしまった本って、どうなるの？ 

 

ページヘルパー 

薄くて劣化に強いテープ。セロハ

ンテープのようにベタベタになら

ない特殊なものです。主に破れたペ

ージを張り合わせや、ページが外れ

そうな場所の補強に使います。和紙

状になっているものやメンディン

グテープのように透けるものなど

があります。 

ビニール糊 

乾くとビニールのような質感

になる糊。乾いてもある程度伸

び縮みするので、背表紙などカ

チカチに固まってほしくない場

所を修理する時や、外れたペー

ジを貼り付ける時に使っていま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ 白泉社 低学年向け 

ルルとララのカップケーキ あんびる やすこ 岩崎書店 中学年向け 

わかったさんのシュークリーム  寺村 輝夫 あかね書房 中学年向け 

恋する和パティシエール 工藤 純子 ポプラ社 高学年向け 

パティシエ☆すばる つくも ようこ 講談社 高学年向け 

おいしいぼうし                  シゲタサヤカ 作 

ある朝、おじいさんとおばあさんがみつけたのは、ちゃいろくてひらべったくて

まるい、あまいにおいのする何か…。おそるおそるとなめてみると、うっとりとす

るようなおいしさ！ ほとんど食べてしまったその夜に、ぼうしをなくしたのだと

プリンがやってきて…。                 （小学校低学年向け） 

食べものがおいしい秋になりました。どんな食べものが好きですか？ 

ついついたくさん食べてしまう、そんなあまいおかしのおはなしをご紹介します！ 

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。 

「巻いて、包んで。小さなおやつ、おつまみ 77」  

成沢 正胡 著 朝日新聞出版  596 

 春巻きの皮やパイシート、ライスペーパーで様々な具を巻くだけで、スナック

感覚で楽しめる、おしゃれで美味しいおつまみ・おやつが出来上がります。    

 難しい手順や手に入りにくい材料を用いずに、作ることのできるオードブルや

おもてなしデザート 77品が、紹介されています。 

 

「一時帰還」 フィル・クレイ 著 上岡 伸雄 訳 岩波書店  933 

 イラク戦争に参加した著者が、様々な兵士の視点から、戦場の不条理さとそ

の後の日常生活にも及ぼす影響の大きさについて語っている。戦場での数々の

蛮行と恐怖、人間を支配する不安と信仰。彼らの凄まじい経験には心を動かさ

れずにいられない。 2014年全米図書賞受賞の問題作。 

 

「はりねずみのルーチカ」 かんの ゆうこ 作  講談社  絵本 

  はりねずみのルーチカはとってもすてきなフェリエの国に住んでいます。 

ある日、ルーチカはともだちといっしょにあかすぐりの実を森のなかにとり

に行きます。うつくしいふえの音色にさそわれて森をぬけたルーチカたちは、

たくさんのあかすぐりの実をとり、風のようなふしぎな少年と出会いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
       

    1 2 3 

4 & 6 7 8 9 10 

11 - . 14 15 16 17 

18 4 20 21 22 23 24 

25 ; 27 28  30 31 

日 月 火 水 木 金 土 
       

1 # $ 4 5 6 7 

8 * 10 11 12 13 14 

15 1 17 18 19 20 21 

22 8 9 25  27 28 

29 ?      

１０月 １１月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「天空の城ラピュタ」     124 分 

日時 10 月 10 日（土） 午後 2 時から 

「走れメロス」        108 分 

日時 11 月 14 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 

「エデンの東」        115 分 

    ジェームス・ディーン主演 1954 年作品 

 

日時 10 月 17 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 

１０月 ７日・２１日 

１１月 ４日・１８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 

お話・詩などの文学作品を耳から味わいます。 

心にひびく朗読の世界を体験してみませんか？ 

日時：11 月 28 日（土）13：30～15：00 

場所：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

出演：おはなしフォント（佐野公民館登録クラブ） 

定員：80 名 

申込：申込み不要 参加自由 

としょかん朗読会 

 

いずみさの図書館だより 2015年10・11月号 No.87 

2015 年１０月 1 日発行 

編集・発行 泉佐野市立図書館 

図書館 Web サイト http://library/izumisano.lg.jp/ 

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 072-465-1101 

○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

情報 デジタル・アーカイブとは何か 岡本 真/編 勉誠出版 007.5

感覚論 驚きの皮膚 傳田 光洋 講談社 141.2

心理学 他人の不幸を願う人 片田 珠美 中央公論新社 146.1

人生訓 あなたのなかのやんちゃな神さまとつきあう法 金城 幸政 サンマーク出版 159

人生訓 結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる 藤由 達藏 青春出版社 159

婦人訓 フランス人は年をとるほど美しい ドラ・トーザン 大和書房 159.6

宗教 私はなぜイスラーム教徒になったのか 中田 考 太田出版 167

世界史 絶対に見られない世界の秘宝99 ダニエル・スミス 日経ナショナルジオグラフィック社 209.0

日本史 骨が語る日本人の歴史 片山 一道 筑摩書房 210.0

地方史 軍艦島の生活〈1952/1970〉 西山夘三記念すまい・まちづくり 創元社 219.3

家史 真田幸村と真田一族のすべて 決定版 小林 計一郎/編 KADOKAWA 288.3

伝記 キム・フィルビー ベン・マッキンタイアー 中央公論新社 289

伝記 佐治敬三と開高健最強のふたり 北 康利 講談社 289

紀行 秘島図鑑 清水 浩史 河出書房新社 291.0

地誌 ドイツで100年続くもの 見市 知 産業編集センター 293.4

政治史 人は理では動かず情で動く 向谷 匡史 ベストブック 312.1

日本経済 イギリス人アナリストだからわかった日本の「強み」「弱み」 デービッド・アトキンソン 講談社 332.1

国際経済 マネー戦争としての第二次世界大戦 武田 知弘 ビジネス社 333.6

金融 お金持ち入門 朝倉 智也(他) 実業之日本社 338.1

社会心理学 限りなく黒に近いグレーな心理術 DaiGo 青春出版社 361.4

社会学 格差固定 三浦 展 光文社 361.8

老人問題 下流老人 藤田 孝典 朝日新聞出版 367.7

老人問題 贅沢な節約生活 保坂 隆 朝日新聞出版 367.7

性問題 同性婚 南 和行 祥伝社 367.9

公的扶助 障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」 渡部 伸 主婦の友社 369.2

教育 自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)の本 主婦の友社/編 主婦の友社 378.6

社会教育 追いつめる親 おおた としまさ 毎日新聞出版 379.9

礼儀作法 好印象を与えるママ&パパの子連れマナー 岩下 宣子 主婦と生活社 385.9

年中行事 日本の祭と神賑 森田 玲 創元社 386.1

軍事 沖縄の米軍基地 高橋 哲哉 集英社 395.3

遺伝子 IQは金で買えるのか 行方 史郎 朝日新聞出版 467.2

昆虫 きらめく甲虫 丸山 宗利 幻冬舎 486.6

婦人病 子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち 黒川 祥子 集英社 495.4

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2015年10・11月号



厚生行政 沈みゆく大国アメリカ 堤 未果 集英社 498.1

食品学 デトックスウォーター 庄司 いずみ 永岡書店 498.5

食品学 ちょっと高くても、コッチ! 小薮 浩二郎 三五館 498.5

食品学 肉・卵・チーズをたっぷり食べて1年で50kg痩せました 椎名 マキ 講談社 498.5

技術史 技術大国幻想の終わり 畑村 洋太郎 講談社 502.1

列車 新幹線をデザインする仕事 福田 哲夫 SBクリエイティブ 546.5

兵器 武器の世界地図 21世紀研究会/編 文藝春秋 559

食品工業 図解ガリガリ君が教える!赤城乳業のすごい仕事術 遠藤 功 PHP研究所 588.8

家政学 ぼくたちに、もうモノは必要ない。 佐々木 典士 ワニブックス 590

洋裁 型紙いらずの着物リメイクチュニック&ワンピース 松下 純子 河出書房新社 593.3

洋裁 Beginner's Lessonはじめてのソーイング 朝日新聞出版 593.3

手芸 フリマやネットでどんどん売れる!簡単&可愛い手作り雑貨64 主婦と生活社 594

美容 自分でかわいく・ほぼ100均ネイル しずく KADOKAWA 595.4

料理 ごきげん朝ごはん 若山 曜子 講談社 596

料理 「時短」で作ると、料理は美味しい! ウー ウェン マガジンハウス 596

料理 ムーミンカフェおもてなしごはん 松本 勲 講談社 596.2

料理 天皇陛下が愛した洋のレシピ 窪田 好直 河出書房新社 596.2

料理 燻製調味料でつくる絶品料理 輿水 治比古 扶桑社 596.3

料理 人気カフェ・バリスタのユニークドリンク 旭屋出版 596.7

絵画 戦争画とニッポン 椹木 野衣・会田 誠 講談社 723.1

デザイン エリック・ブルーン エリック・ブルーン パイ・インターナショナル 727.6

印刷 なっとくレイアウト フレア エムディエヌコーポレーション 749

工芸 仮面の本 白ふくろう舎 マガジンランド 754.9

スポーツ レジェンド不屈の現役たちの言葉 児玉 光雄 河出書房新社 780.2

スポーツ 観戦&プレーで役に立つ!ラグビーのルール 実業之日本社 783.4

スポーツ 錦織圭限界を突破する瞬間 石井 大裕 KADOKAWA 783.5

スポーツ もっと遠くへ 王 貞治 日本経済新聞出版社 783.7

スポーツ ゴルフシングルになれるのはどっち? 中井 学 PHP研究所 783.8

スポーツ 山登りのいろは ホシガラス山岳会 パイ・インターナショナル 786.1

語学 英語化は愚民化 施 光恒 集英社 830.4

文学史 作家の珈琲 コロナ・ブックス編集部 平凡社 910.2

作家論 向田邦子おしゃれの流儀 向田 和子/編 新潮社 910.2

作家論 浅見光彦の日本不思議舞台地の旅 内田 康夫 ベストセラーズ 910.2

作家論 山崎豊子スペシャル・ガイドブック 新潮社山崎プロジェクト室/編 新潮社 910.2

日記 苦しみあってこそ人生 曾野 綾子 海竜社 915.6

ルポルタージュ 戦争を背負わされて 広岩 近広 岩波書店 916

ルポルタージュ 私の脳で起こったこと 樋口 直美 ブックマン社 916

ルポルタージュ 原爆と戦った特攻兵 豊田 正義 KADOKAWA 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 石の裏にも三年 北大路 公子 集英社 B Eキタ

文庫 天衣無縫 浮穴 みみ 双葉社 B Fウキ

文庫 ヒーローインタビュー 坂井 希久子 角川春樹事務所 B Fサカ

文庫 ファイアマンの遺言 秦 建日子 KADOKAWA B Fハタ

文庫 幻想探偵社 堀川 アサコ 講談社 B Fホリ

文庫 生物学者山田博士の聖域 松尾 佑一 KADOKAWA B Fマツ

エッセイ 異端の人間学 五木 寛之・佐藤 優 幻冬舎 E

エッセイ 衣にちにち 群 ようこ 集英社 Eムレ

エッセイ 村上さんのところ 村上 春樹 新潮社 Eムラ

小説 つまをめとらば 青山 文平 文藝春秋 Fアオ

小説 海のまほろば 秋月 達郎 洋泉社 Fアキ

小説 ゆらやみ あさの あつこ 新潮社 Fアサ

小説 藪医ふらここ堂 朝井 まかて 講談社 Fアサ

小説 悪声 いしい しんじ 文藝春秋 Fイシ

小説 為吉 宇江佐 真理 実業之日本社 Fウエ

小説 伏木商店街の不思議 太田 忠司 河出書房新社 Fオオ

小説 偽造同盟 岡田 秀文 幻冬舎 Fオカ

小説 金魚姫 荻原 浩 KADOKAWA Fオギ

小説 スカラムーシュ・ムーン 海堂 尊 新潮社 Fカイ

小説 人魚ノ肉 木下 昌輝 文藝春秋 Fキノ

小説 昨日の海は 近藤 史恵 PHP研究所 Fコン

小説 砂の街路図 佐々木 譲 小学館 Fササ

小説 匿名者のためのスピカ 島本 理生 祥伝社 Fシマ

小説 ヒポクラテスの誓い 中山 七里 祥伝社 Fナカ

小説 痴者の食卓 西村 賢太 新潮社 Fニシ

小説 水曜日の凱歌 乃南 アサ 新潮社 Fノナ

小説 ロック・オブ・モーゼス 花村 萬月 KADOKAWA Fハナ

小説 真昼の心中 坂東 眞砂子 集英社 Fバン

小説 猫に知られるなかれ 深町 秋生 角川春樹事務所 Fフカ

小説 オールド・テロリスト 村上 龍 文藝春秋 Fムラ

外国文学 出口のない農場 サイモン・ベケット 早川書房 933

外国文学 声 アーナルデュル・インドリダソン 東京創元社 949.5

外国文学 夜が来ると フィオナ・マクファーレン 早川書房 933

外国文学 だれがダイアナ殺したの? ハリントン・ヘクスト 論創社 933

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

れきし われら世界史スーパースター サイモン・バシャー 玉川大学出版部 280

でんせつ 呪いのゾンビ ロバート・カラン 学研教育出版 388

でんせつ こわいおばけの話 村上 健司 あかね書房 388

りか 松延康の理科実験ブック 松延 康 実務教育出版 407

どうぶつ たのしいクジラのかいかた 田川 秀樹/画 学研教育出版 480

どうぶつ このあしだあれ? ネイチャー&サイエンス/編 河出書房新社 481

うみ クラゲすいぞくかん なかの ひろみ ほるぷ出版 483

むし ずかん虫の巣 安田 守/写真 技術評論社 486

みず 100年後の水を守る 橋本 淳司 文研出版 517

いのち “いのち”のすくいかた 児玉 小枝/写真 集英社 645

こうさく はじめてのこうさく まるばやし さわこ ポプラ社 750

こうさく 親子でカンタン&楽しくあそべる!男の子のおりがみ 丹羽 兌子 ナツメ社 754

おはなし かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原 ゆたか ポプラ社 913

おはなし ただいまおばけとりょこうちゅう! むらい かよ ポプラ社 913

おはなし 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希 一樹 学研教育出版 913

おはなし 秘密 小林 深雪(他)著 講談社 913

おはなし 魔女学校物語 石崎 洋司 講談社 913

おはなし まほとおかしな魔法の呪文 草野 たき 岩崎書店 913

おはなし むらさき色の悪夢 斉藤 洋 あかね書房 913

おはなし ルークとふしぎな歌 ほしお さなえ 徳間書店 913

おはなし 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス 評論社 933

おはなし 月にハミング マイケル・モーパーゴ 小学館 933

おはなし 七夕姫は知っている 住滝 良 講談社 BJ 913

えほん アナと雪の女王 ディズニー・ストーリーブック うさぎ出版

えほん おかあさんのいのり 武鹿 悦子 岩崎書店

えほん がんばれ、なみちゃん! くすのき しげのり 講談社

えほん きょうりゅうといぬどっちがつよい? のぶみ アリス館

えほん ことらちゃんの冒険 石井 桃子 河出書房新社

えほん しっぽがぴん おくはら ゆめ 風濤社

えほん どうぶつたちのおやすみなさい アン・ウィットフォード・ポール 岩崎書店

えほん としょかんへいこう 斉藤 洋 講談社

えほん バケモノの子 細田 守原著 KADOKAWA

えほん ヘンテコシャンプー みやにし たつや 学研教育出版

えほん まっかっかトマト いわさ ゆうこ 童心社

えほん みんなでオマオマオマオマ わかぞの はるみ

児童書
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