
２０１６年２月・３月号 Ｎｏ.８９ 

日 時 ３月２６日（土） 午後１時３０分から（午後１時 15 分開場） 

演 目 人形劇「おむすびころりん」・絵本や紙しばい、ペープサートなど 

場 所 レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 ２階視聴覚室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 まだまだ寒い日が続きます。暖かい部屋でゆったりと読書に最適な季節です。 

 図書館では定期的に、職員オススメの本や、話題や季節に合った本などを気軽に

手に取っていただけるように展示しています。普段は手に取らないジャンルの本に

チャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 

図書館からのお知らせ

おはなし会と人形劇のコラボレーション!! 

 
絵本や紙しばいの楽しい「おはなしの会 ルピナス」と、手作りの人形が生き生きと

動く「人形劇団 ひまわり」がいっしょになって、中央図書館にやってきます！ 

大人の方も大歓迎！ どうぞ、おはなしの世界をお楽しみください！ 

今年もやります！ 古本交換市 ＆ リサイクル本市 

 

おはなしの会「ルピナス」 

 泉佐野市を中心に活動する、おはなしボランティアグループ。 

 図書館でも定期的におはなし会を開催しています。 

人形劇団「ひまわり」 

 泉佐野市の元保育士を中心に結成された人形劇団。 

 丹精こめて作り上げた、団員手作りの人形が自慢です。 

受付期間中に持ってきていただいた本の冊数分、好きな本を 

お持ち帰りいただける「古本交換市」と、古本交換市で残った本

を好きなだけ持って帰ることができる「リサイクル本市」を今年

も開催いたします！ 

古本の交換場所や参加方法など、詳しくはちらし・市報などを

ご覧ください。 



泉佐野市立図書館にない本は、「リクエスト」をすることができます。図書館のカウンターに

「予約（リクエスト）申込書」を書いてお持ちください。 

泉佐野市立図書館では「リクエスト」の本を他の図書館が持っているかどうかを調べ、貸出

を依頼する「相互貸借（そうごたいしゃく）」を行っています。 

大阪府では、大阪府立中央図書館を拠点に、大阪府下の図書館をつなぐ「相互貸借ネット 

ワーク」があり、週に一度、大阪府内の各図書館を定期連絡便が回っています。そのため泉佐

野市立図書館にない本が大阪府下の他の図書館にある場合、簡単な手続きで本を取り寄せるこ

とができます。（ただし出版から一定期間経過した本に限ります。またその期間は図書館により

異なります）もちろん、他の図書館から依頼があった時は、泉佐野市立図書館も他の図書館に

向けて本の貸出を行っています。 

※予約・リクエストは、泉佐野市内にお住まいの方のみの受付です。 

※出版直後の資料・ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤなど視聴覚資料・館外持ち出し禁止の資料・す

でに泉佐野市立図書館で所蔵している資料の取寄せはできません。 

また、雑誌・コミックエッセイは取寄せができないことがあります。 

※取寄せた資料によっては、貸出期限が通常より短くなってしまうことがあります。 

また、取り寄せた資料の貸出延長や、続けて同じ資料を予約することはできません。 

※申込み先の図書館の利用状況によっては、資料の取寄せに時間がかかります。 

受取の日時や、取寄せる図書館を指定することは出来ませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

泉佐野市立図書館にない本が読みたい！ 

 

大阪府立中央図書館 

大阪府下の図書館 

所蔵を確認し、 

条件の合う図書

館に貸出を依頼 

泉佐野市立図書館 
貸出ＯＫ！ 

ご注意ください。 

 

相互貸借の流れ 

 

本は一度大阪府立中央図書館に集め

られ、府立に貸出依頼をした本など

と一緒に連絡便に乗せられます。 

貸出は所蔵する図書館の利用者が 

優先なので、長くお待たせしてし

まうこともあります。 

 

泉佐野市立図書館で貸出できる 

ようにしてから、お渡しします。 

到着！ 

読みたい本が図書館にない時は、 

「予約（リクエスト）申込書」に記入し、

カウンターで申し込んでください。 

※大阪府内の図書館にある本は、一括検索ができます。 

大阪府下横断検索 

http://mets2.elib.gprime.jp/copac_pref_osaka/

advance_table.php 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

リサとガスパールのであい アン・グットマン ブロンズ新社 低学年向け 

バムとケロのにちようび 島田 ゆか 文溪堂 低学年向け 

きらめき１２星座 １ 

 ドキドキハートの告白大作戦 
奥沢 しおり フレーベル館 中学年向け 

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋 講談社 中学年向け 

ぼくらの七日間戦争 宗田 理 角川書店 高学年向け 

ともだちや                    内田 麟太郎 作 

「ともだちは いりませんか？」 さびしいひとのともだちになって、おかねを

もらう、ともだちやさんをはじめたキツネ。でも、たのみごとはおもったよりたい

へん！ 「おい、キツネ」 こんどは、オオカミによびとめられて、こわごわ 

いっしょにあそぶことに……。             （小学校低学年向け） 

じまんの「ともだち」はいますか？ まいにちいっしょにすごしたり、みんなで力

をあわせたり、いっしょにたのしくあそんだり、そんな「ともだち」のおはなしです。 

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。 

「人類を変えた素晴らしき 10 の材料」  

マーク・ミーオドヴニク 著 インターシフト 501.4 

なぜスプーンは味がしないのか？チョコレートが病みつきになる理由って？

世界一軽い固体は一体なに？ガラスが透明なのはなぜなのか？私たちの身近に

ある様々な「材料」の秘密を、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの「材料

と社会」学部教授である著者が解き明かしてゆく。 

「真田忍者、参上！」 

柴田 錬三郎（他）著 河出書房新社 F 

 今も戦国時代を代表する名将、真田幸村。主君幸村のため暗躍する猿飛

佐助や霧隠才蔵たち忍びの者にスポットを当て、上田攻めから大坂の陣ま

でを、山田風太郎、田辺聖子、「真田太平記」でおなじみの池波正太郎な

どの名手が描く。傑作 6 作を集成した真田忍者小説アンソロジー。 

「たべもんどう」  

鈴木 のりたけ 作 ブロンズ新社 絵本 

  きゅうりやコロッケ、とんかつ。そして、しめじやほうれんそう。みんな

におなじみの食べものや、やさいたちがいろんなもんだいを出すよ。回文に

ダジャレに早口ことば！さぁ、きみはぜんぶ答えられるかな？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
       

 ① 2 3 4 5 6 

7 ) 9 10 , 12 13 

14 0 16 17 18 19 20 

21 7 23 24  26 27 

28 >      

日 月 火 水 木 金 土 
       

  1 2 3 4 5 

6 ( 8 9 10 11 12 

13 / 15 16 17 18 19 

20 6 7 23 24 25 26 

27 = 29 30    

２月 ３月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「日本の昔ばなし 桃太郎ほか」 69 分 

日時  ２月 13 日（土） 午後 2 時から 

「となりのトトロ」  86 分 

日時  ３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 

「スタンド・バイ・ミー」  85 分 

ウィル・ウィトン主演・ロブ・ライナー監督  

スティーブン・キング原作     1986 年作品 

 

日時 2 月 20 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 

2 月 ３日・１７日 

３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 

いずみさの図書館だより  

201６年 2 月・３月号 No.8９ 

201６年 2 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 

古本交換市＆リサイクル本市 

古本交換市 

受付期間 2 月 2 日から 2 月 26 日まで 

交 換 日 2 月 27 日（土）午後 1 時～3 時 

リサイクル本市 

開 催 日 3 月 5 日（土）午後 1 時～3 時 

会  場 レイクアルスタープラザ・カワサキ 

中央図書館 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

読書 子どもと本 松岡 享子 岩波書店 019.5

書評 小泉今日子書評集 小泉 今日子 中央公論新社 019.9

書評 私的読食録 堀江 敏幸・角田 光代 プレジデント社 019.9

書店 本屋へ行こう!! 洋泉社 024.1

児童図書 小学生の考える力を伸ばす「国算社理」の1000冊 白井 文子(他) 小学館 028.0

美術館 探検!東京国立博物館 藤森 照信・山口 晃 淡交社 069.6

論語 蛭子の論語 蛭子 能収 KADOKAWA 123.8

スピリチュアル スピリチュアル・パーゲイション(浄化) 江原 啓之 徳間書店 147

自尊心 プライドが高くて迷惑な人 片田 珠美 PHP研究所 158

宗教 人生は価値ある一瞬 大谷 光真 PHP研究所 188.7

歴史 ロンドン歴史図鑑 キャシー・ロス 原書房 233.3

伝記 大村智物語 馬場 錬成 中央公論新社 289

法律 日本一やさしい条文・判例の教科書 品川 皓亮 日本実業出版社 321

経済 さらばアホノミクス 浜 矩子 毎日新聞出版 332.1

経済 中国バブル崩壊 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社 332.2

情報管理 最速プライバシーマーク取得がよ～くわかる本 第3版 打川 和男 秀和システム 336.1

経営情報管理 ＩｏＴビジネスモデル革命 小林 啓倫 朝日新聞出版 336.1

社内教育 オトナ相手の教え方 関根 雅泰 クロスメディア・パブリッシング 336.4

住宅問題 訳あり物件の見抜き方 南野 真宏 ポプラ社 365.3

家庭問題 妻が抱える「夫ストレス」 石原 加受子 KADOKAWA 367.3

老人問題 おひとりさまの最期 上野 千鶴子 朝日新聞出版 367.7

発達障害 大人の発達障害〈アスペルガー症候群・ADHD〉シーン別解決ブック 司馬 理英子 主婦の友社 369.2

江戸風俗 絵でみる江戸の女子図鑑 善養寺 ススム 廣済堂出版 384.6

マナー 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 西東社 385.9

数学 数学する身体 森田 真生 新潮社 410.4

ニュートリノ ニュートリノで探る宇宙と素粒子 梶田 隆章 平凡社 429.6

オーロラ オーロラ-世界で一番美しい光 Pal Brekke 山と溪谷社 451.7

災害 西日本大震災に備えよ 鎌田 浩毅 PHP研究所 453

火山 火山 饒村 曜 成山堂書店 453.8

植物 植物は〈知性〉をもっている ステファノ・マンクーゾ NHK出版 471

サメ 世界の美しいサメ図鑑 宝島社 487.5

人体 人体の全解剖図鑑 水嶋 章陽 日本文芸社 491.1

医療 腸内フローラ10の真実 NHKスペシャル取材班 主婦と生活社 491.3

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年2・3月号



医療 統合失調症 高橋書店 493.7

医療 ボケないのはどっち? 白澤 卓二 あさ出版 493.7

医療 図解白内障と緑内障の正しい知識と最新治療 日東書院 496.3

医療 生涯健康脳 瀧 靖之 ソレイユ出版 498.3

医療 3分診療時代の長生きできる受診のコツ45 高橋 宏和 世界文化社 498.8

マンホール 路上の芸術 復刻版 垣下 嘉徳 ホビージャパン 518.2

建築 家族の健康を守る家 深谷 賢司 PHP研究所 527

バイク 見てわかるバイクメンテナンス&洗車完全ガイド 池田書店 537.9

電気 カラー徹底図解基本からわかる電気回路 ナツメ社 541.1

暮らし モノは好き、でも身軽に生きたい。 本多 さおり 大和書房 590

編み物 カンタン!かぎ針編み家中ピカピカ!エコたわし100 アップルミンツ 594.3

ドライフラワー ドライフラワーでつくる大人可愛い季節のリースとアレンジメント Kristen 日東書院 594.8

手芸 uiのフェルトワーク 中林 うい 文化出版局 594.9

ヘアメイク 大人の上品ヘア&メイク事典 完全版 世界文化社 595.4

料理 スープと煮込み 渡辺 麻紀 主婦の友社 596

料理 飛田さん家のおつかれさまごはん 飛田 和緒 宝島社 596

料理 平野レミと明日香の嫁姑ごはん物語 平野 レミ・和田 明日香 セブン&アイ出版 596.0

料理 やさしい精進料理 西川 玄房 淡交社 596.2

料理 豆腐があればごちそうレシピ 日本豆腐マイスター協会 SBクリエイティブ 596.3

料理 子どもといっしょにおもてなしと持ちよりレシピ&アイデア150 ダンノ マリコ(他) 朝日新聞出版 596.4

お菓子 抹茶の和みおやつ 日東書院 596.6

お菓子 やさしいチョコレートのお菓子 飯塚 有紀子 雷鳥社 596.6

お菓子 ブラウニーとガトーショコラ 石橋 かおり 文化出版局 596.6

お菓子 ヨックモックが教えるクッキーレシピ 世界文化社 596.6

お菓子 まいにちおやつ なかしま しほ KADOKAWA 596.6

離乳食 食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食 主婦の友社/編 主婦の友社 599.3

豆 豆 前田 和美 法政大学出版局 616.7

電車 南海電鉄最近の10年 2005-2015 南海電気鉄道 南海電気鉄道 686.2

折紙 折らないオリガミBOOK ingectar-e インプレス 754.9

玩具 はじめましての郷土玩具 甲斐 みのり グラフィック社 759.9

芸能 「芸」と「能」 清水 ミチコ・酒井 順子 幻冬舎 770.4

テーピング 現場ですぐ巻ける!即効テーピング事典 学研プラス 780.1

トレーニング SAQトレーニング 最新版 ベースボール・マガジン社/編 ベースボール・マガジン社 780.7

ランニング 確実に速くなるランニングの科学 鈴木 清和 池田書店 782

ボルダリング ボルダリング入門 佐川 史佳 山と溪谷社 786.1

話し方 あなたがまだ気づいていない「実は」余計なひと言 大谷 由里子 PHP研究所 809.4

古典 古文を楽しく読むために 福田 孝 ひつじ書房 817.5

ノンフィクション ぼくは科学の力で世界を変えることに決めた ジャック・アンドレイカ 講談社 936



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 探検隊の栄光 荒木 源 小学館 B Fアラ

文庫 彼女が灰になる日まで 浦賀 和宏 幻冬舎 B Fウラ

文庫 八州探訪 佐伯 泰英 新潮社 B Fサエ

文庫 墓頭 真藤 順丈 KADOKAWA B Fシン

文庫 御不浄バトル 羽田 圭介 集英社 BＦハダ

文庫 始末屋 藤井 邦夫 文藝春秋 BＦフジ

エッセイ これだけで、幸せ 小川 糸 講談社 Eオガ

エッセイ 気付くのが遅すぎて、 酒井 順子 講談社 Eサカ

エッセイ 人は怖くて嘘をつく 曾野 綾子 産経新聞出版 Eソノ

エッセイ スピンクの壷 町田 康 講談社 Eマチ

小説 演じられた花嫁 赤川 次郎 実業之日本社 Fアカ

小説 ザ・ブラックカンパニー 江上 剛 光文社 Fエガ

小説 墓標なき街 逢坂 剛 集英社 Fオウ

小説 真田信幸 岳 真也 作品社 Fガク

小説 アレス 神永 学 新潮社 Fカミ

小説 新カラマーゾフの兄弟 上・下 亀山 郁夫 河出書房新社 Fカメ

小説 絞首台の黙示録 神林 長平 早川書房 Fカン

小説 ぼぎわんが、来る 澤村 伊智 KADOKAWA Fサワ

小説 骨風 篠原 勝之 文藝春秋 Fシノ

小説 信長の肖像 志野 靖史 朝日新聞出版 Fシノ

小説 小人の巣 白河 三兎 双葉社 Fシラ

小説 死に支度 瀬戸内 寂聴 講談社 Fセト

小説 リクと白の王国 田口 ランディ キノブックス Fタグ

小説 房総の列車が停まった日 西村 京太郎 KADOKAWA Fニシ

小説 デス・エンジェル 久間 十義 新潮社 Fヒサ

小説 謎の毒親 姫野 カオルコ 新潮社 Fヒメ

小説 戦場のコックたち 深緑 野分 東京創元社 Fフカ

小説 マカン・マラン 古内 一絵 中央公論新社 Fフル

小説 ユートピア 湊 かなえ 集英社 Fミナ

小説 イデアの影 森 博嗣 中央公論新社 Fモリ

小説 ネンレイズム,開かれた食器棚 山崎 ナオコーラ 河出書房新社 Fヤマ

外国文学 火打箱 サリー・ガードナー 東京創元社 933

外国文学 未成年 イアン・マキューアン 新潮社 933

外国文学 はるかな星 ロベルト・ボラーニョ 白水社 963

小説・エッセイ

新着図書案内　2016年2・3月号



ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

だましえ トリックアート図鑑だまし絵・錯視大事典 あかね書房 141

でんき 魯迅 筑摩書房編集部 筑摩書房 289

たま 玉の図鑑 学研教育出版 404

かず 和算って、なあに? 小寺 裕 少年写真新聞社 419

うちゅう 5000億の銀河と700垓の星をもつ宇宙 ポール・ロケット 玉川大学出版部 440

プランクトン わらうプランクトン 平井 明夫 小学館 468

いきもの 最強生物のクイズ図鑑 学研プラス 480

いきもの 巣のはなし ダイアナ・アストン ほるぷ出版 481

ほね 頭の骨 カミラ・デラ・ベドイエール 辰巳出版 487

のりもの のりものスーパーずかん2237 学研プラス 530

じてんしゃ 自転車のなぜ 大井 喜久夫（他） 玉川大学出版部 536

せいりせいとん 小学生からはじめる整理整頓が身につく本 山崎 紅 日経BP社 597

スポーツ みんなのスポーツ大百科 ビーエル出版 780

にんじゃ 忍者修行マニュアル 実業之日本社 789

おはなし あたらしいわたしの探し方 あんびる やすこ 岩崎書店 913

おはなし いえのおばけずかんゆうれいでんわ 斉藤 洋 講談社 913

おはなし お手紙まってます 小手鞠 るい WAVE出版 913

おはなし きえた!?かいけつゾロリ 原 ゆたか ポプラ社 913

おはなし 雲をつかむ少女 藤野 恵美 講談社 913

おはなし つくしちゃんとすぎなさん まはら 三桃 講談社 913

おはなし みんなのおばけ小学校 市川 宣子 佼成出版社 913

おはなし モンスター・ホテルでごしょうたい 柏葉 幸子 小峰書店 913

おはなし グレッグのダメ日記やっぱり、むいてないよ! ジェフ・キニー ポプラ社 933

おはなし 踊る光 トンケ・ドラフト 岩波書店 949

えほん いちごちゃん ひろかわ さえこ 偕成社

えほん おとなりどうしソラくんレミくん 石津 ちひろ 理論社

えほん ぐんぐんすすめ! かしわら あきお 幻冬舎

えほん けしごむくん こんの ひとみ 金の星社

えほん ねことこねこね 林 木林 ビーエル出版

えほん はなかっぱうみのぼうけん あきやま ただし KADOKAWA

えほん はるのおとがきこえるよ マリオン・デーン・バウアー ブロンズ新社

えほん へんしんマーケット あきやま ただし 金の星社

えほん むねがちくちく 長谷川 集平 童心社

えほん もう、ねるんだってば! ジョリ・ジョン そうえん社

えほん もりもり森のネコロッケ あさの あつこ KADOKAWA

児童書


