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図書館だより いずみさの 

 ムシムシと暑い季節になってきました。熱中症予防の水分補給も大事ですが、急

に変わる室内外の温度変化や、長時間の冷房で身体を冷やさないための体温調節も

重要です。図書館にお越しの際は、カーディガンなど体温調節のできるものをお持

ちください。 

図書館からのお知らせ

「すくすくタイム」はじめます！ 

 
「すくすくタイム」は、小さなお子さんと親御さんが気軽に図書館を利用できる時間です。 

 少しの音でも響いてしまう図書館では、お子さんの声はことさら大きな音となってしまいま

す。「すくすくタイム」の時間では、お子さんの声を気にせず一緒に本を選んだり、絵本の読み

聞かせをしていただけます。 

「おはなし会」の始まる前や後に図書館でゆっくりとお過ごしください。お子さんと一緒に

図書館を利用することをためらっている方も、ぜひご利用ください。 

 

 

 美しかった桜の花の季節も過ぎ、はや、夏が目の前にきています。図書館のまわりには季

節を感じさせてくれる自然がいっぱいあります。本当に自然豊かな市だと感じています。 

 資料の収集をしっかり行い、新刊本については少しでも早く利用者の皆さんのお手元に届

けられるようにと努力させていただいています。行事もボランティアの皆さんによる定例行

事、スタッフによる特別行事等を計画させていただいています。 

 皆さんの近くの図書館、図書室へ是非お出かけくださいませ。 

泉佐野市立図書館館長 東 

館長だより 

開催日  毎月第１・第３水曜日  

時 間  午前１０時００分から１２時００分まで 

場 所  レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

【お願い】 

「すくすくタイム」開催時間中はご理解・ご協力をお願いいたします。 

図書館内ではお子さんから目を離さないよう、お願いいたします。 

開催時間中でも、職員の判断によりお声がけさせていただくことがあります。 



期間  6 月20 日（月）から6 月30 日（木） 

蔵書点検のため、泉佐野市立図書館全館休館いたします。 

返却は返却ポストをご利用ください。視聴覚資料・他館借用本はご利用いただけません。 

 

蔵書点検期間中６月 27日から 30日の間は、図書館システムの点検・更新を行いますの

で、Webからの資料検索や予約などの機能が使えなくなります。 

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 

今年も図書館は楽しい催し目白押し！！ 

詳しい情報は広報やチラシでお知らせいたします。お楽しみに！ 

 第62回青少年読書感想文全国コンク

ールの課題図書を貸出します！夏休み

の宿題に、コンクールの応募にお役立て

ください。貸出・予約ともに 7 月 1 日

からの受付です。 

図書館には課題図書以外にもたくさ

んの児童書があります。感想文を書くた

めの本に困ったら、お気軽にカウンター

までお越しください。 

感想文を書くための参考になる本や

リーフレットもご用意しています。 

 おとなもきっと懐かしい、誰もが知っ

ているお話を上映予定！お父さん、お母

さん、友達みんなで楽しもう！ 

 人形劇団「ひまわり」がお届けする、

楽しい人形劇！絵本などでみんなが知

っているお話なので、どなたでも楽しん

でいただけます。てづくりの人形が創り

出す世界をぜひご覧ください。 

 楽しんでためになる科学実験教室が

図書館に！夏休みに驚きの体験をして

みませんか？ 

夏休み親子劇場 

「おやこ D e人形劇」 

おとなも懐かしい！ 

「夏休みこどもシネマ」 

今年もあります 

「課題図書の貸出」 

びっくり！面白い！！ 

「夏休み科学実験教室」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

蔵書点検・システム点検を行います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 えいが・ドラマのタイトル 

くまのパディントン マイケル・ボンド パディントン 

あらしのよるに きむら ゆういち あらしのよるに 

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック かいじゅうたちのいるところ 

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール チャーリーとチョコレート工場 

床下の小人たち メアリー・ノートン 借りぐらしのアリエッティ 

夜
よる

の博物館
はくぶつかん

                  ミラン トレンク 作 

映画
え い が

「ナイト･ミュージアム」の原作
げんさく

。アメリカ自然史
し ぜ ん し

博物館
はくぶつかん

の警備
け い び

をすることに

なったラリー。今日
き ょ う

の仕事
し ご と

は動
うご

かない恐 竜
きょうりゅう

骨格
こっかく

標本
ひょうほん

の見張
み は

りをすることに。きっ

と何
なに

も起
お

こらないとぐっすりと寝
ね

てしまったラリーが目
め

を覚
さ

ますと、目
め

の前
まえ

にあった

はずの恐 竜
きょうりゅう

がいない！？さんぽに行
い

ったって、どういうこと！？ 

映画
え い が

よりも、ほのぼのとしたとても楽
たの

しそうな博物館
はくぶつかん

です。（小学校中学年向け） 

夏休みに本を読んでみたい君に、映画・ドラマになったおはなしの原作をご紹介！

知っているおはなしから挑戦してみるといいかも？ 

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。 

「科学の困ったウラ事情」  

有田 正規 著 岩波書店  407 

役に立つこと(実用性)を要求する社会と、そこからのプレッシャーに疲弊する

現代の日本の科学者達。たとえノーベル賞を受賞したとしても、基礎研究とはそ

もそも現実社会では役に立たないものなのである。成果主義が導入され、STAP

細胞事件を起こした日本の科学界の問題について掘り下げる一冊。 

「殊能将之未発表短篇集」 

殊能 将之著   講談社   Fシユ 

 ２０１３年に惜しまれながら世を去った殊能将之の未発表短篇集。 

極端な犬嫌いの男が殺人事件を解決に導くまでを描いた「犬がこわい」。 

愛妻を失った親友の奇行に戸惑うサラリーマンの困惑を描いた「精霊もどし」。 

独特のセンスと問題意識を基に創作された全４篇が収められている。 

「モカと幸せのコーヒー」       

刀根 里衣作 NHK出版 絵本 

  疲れきったぼくの前に現れたモカというちいさな白いうさぎ。「とっておき

のコーヒーをごちそうするよ。昔のように笑って」と。ぼくの事を知っている

の？きみは誰? どこからきたの？なぜか見覚えのあるうさぎを不思議に思い

つつ、ぼくはモカにむかってほほえんでみた。 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「かわいいミッフィー」   35 分 

日時  6 月 11 日（土）  午後 2 時から 

「つづきのおはなし」     48 分 

日時  7 月 9 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 

「愛と青春の旅立ち」    124 分 

リチャード・ギア主演 

テイラー・ハックフォード監督  1982 年作品 

 

日時 6 月 18 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 

6 月 １日・１５日 

7 月 ６日・２０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 6 月・7 月号 No.91 

201６年 6 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 

は休館日 ＊の日は中央図書館のみ開館 

 
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 

7 月特別おはなし会 

日時：7 月 10 日（日）14：00～15：00 

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 

出演：紙ひこうき 

定員：5０名 

申込：申込み不要 参加自由 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18* 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

泉佐野市立図書館は、指定管理者である図書館流通センターが管理・運営を行っています。 

連絡先：指定管理者(株)図書館流通センター   ℡03-3943-2221 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

※図書館だよりで使用している書影は出版社の許諾を得たものです。 

６月 ７月 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

インターネット ネット炎上の研究 田中 辰雄・山口 真一 勁草書房 007.3

情報管理 デジタル文化革命! デジタル文化財創出機構 東京書籍 007.5

図書館 図書館へ行こう!! 洋泉社 010.2

読書案内 絵本に魅せられて 佐藤 英和 こぐま社 019.5

著作権 日本の著作権はなぜもっと厳しくなるのか 山田 奨治 人文書院 021.2

哲学 キェルケゴールの日記 セーレン・キェルケゴール 講談社 139

精神世界 「龍使い」になれる本 大杉 日香理 サンマーク出版 147

人生訓 シンプルだから、贅沢 ドミニック・ローホー 講談社 159

人生訓 恰好いい老い方、みっともない老い方 川北 義則 PHP研究所 159

人生訓 日本のみなさんにお伝えしたい48のWhy 厚切りジェイソン ぴあ 159

宗教 大丈夫、あのブッダも家族に悩んだ 草薙 龍瞬 海竜社 184

歴史 マッカーサーと日本占領 半藤 一利 PHP研究所 210.7

歴史 才女の歴史 マルヨ・T.ヌルミネン 東洋書林 283.0

伝記 ヒラリー・クリントン本当の彼女 カレン・ブルーメンタール 汐文社 289

伝記 三番町のコタカさん 工藤 美代子 ワック 289

旅行 大人の旅じたく 柳沢 小実 マイナビ出版 290.9

旅行記 あれを食べに、この山に行ってきました 鈴木 みき 平凡社 291.5

旅行ガイド 関西の自然さんぽ JTBパブリッシング 291.6

旅行記 英国一家、インドで危機一髪 マイケル・ブース KADOKAWA 292.5

社会文化 ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤 智恵 PHP研究所 302.1

法律 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川 幸一 慶應義塾大学出版会 320

法律 母さんごめん、もう無理だ 朝日新聞社会部 幻冬舎 327.6

経済 世界経済のトレンドが変わった! 朝倉 慶 幻冬舎 333.6

経営組織 サイロ・エフェクト ジリアン・テット 文藝春秋 336.3

投資 投資家の父より息子への13の遺言 高橋 三千綱 電波社 338.1

社会保障 障害年金不服申立ての実務 高橋 裕典 日本法令 364.6

社会問題 空き家対策の実務 北村 喜宣(他)/編 有斐閣 365.3

働き方 働きかたNext選ぶのはあなた 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社 366.2

老人問題 老老格差 橘木 俊詔 青土社 367.7

犯罪 ストーカー加害者 田淵 俊彦 河出書房新社 368.6

介護問題 介護漂流 山口 道宏/編著 現代書館 369.2

災害 災害支援手帖 荻上 チキ 木楽舎 369.3

スパイ活動 スノーデン・ショック デイヴィッド・ライアン 岩波書店 391.6

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年6・7月号



科学 アインシュタインとヒトラーの科学者 ブルース・J.ヒルマン 原書房 402.3

化石 ときめく化石図鑑 土屋 香 山と溪谷社 457

野鳥 野鳥の呼び名事典 大橋 弘一 世界文化社 488

健康 ボケない暮らし30カ条 朝田 隆 法研 493.7

健康 子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を治す本 講談社 493.9

ヨガ 座ってできる!シニアヨガ 山田 いずみ 講談社 498.3

ダイエット もち麦ダイエットレシピ 山下 春幸 アスコム 498.5

加工食品 すごい梅干し効くレシピ 主婦の友社/編 主婦の友社 498.5

食生活 世界一の養生ごはん 楊 さちこ 小学館 498.5

法医学 監察医が泣いた死体の再鑑定 上野 正彦 東京書籍 498.9

企業問題 シャープ崩壊 日本経済新聞社/編 日本経済新聞出版社 540.6

金属 すごい!希少金属 齋藤 勝裕 日本実業出版社 565.8

生活 エコな生活 マキ KADOKAWA 590

生活 女ひとりの楽しい暮らし方 オレンジページ 590.4

ＤＩＹ DIYで作るナチュラルな子ども家具 主婦と生活社 592.7

手芸 きれいにみえる服 茅木 真知子 文化学園文化出版局 593.3

手芸 annasの草花と動物のかわいい刺繡 川畑 杏奈 河出書房新社 594.2

料理 炊飯ジャーでスイッチひとつの魔法のレシピ 主婦の友社/編 主婦の友社 596

料理 もっとつくおき nozomi 光文社 596

漬物 ぬか漬けの基本 山田 奈美 グラフィック社 596.3

料理 やせぐせがつく野菜の常備菜 庄司 いずみ 世界文化社 596.3

料理 ナムル100 チョン テキョン 講談社 596.3

料理 いがらしろみのレシピノート いがらし ろみ NHK出版 596.6

掃除 掃除は「ついで」にやりなさい! 新津 春子 主婦と生活社 597.9

食生活 30代からの妊活食 岡田 明子 KADOKAWA 598.2

家庭菜園 川瀬良子のプランター野菜 川瀬 良子 主婦と生活社 626.9

鉄道 京都鉄道博物館ガイド 来住 憲司 創元社 686.0

美術 若冲その尽きせぬ魅力。 ペン編集部/編 CCCメディアハウス 721.4

切り紙 昆虫の模様切り紙 吉浦 亮子 誠文堂新光社 754.9

芸能 「モテない人」と「仕事がない人」の習慣 ヒロシ バジリコ 779.1

オリンピック これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出 法太・石出 みどり 大月書店 780.6

ランニング あきらめないランニング 白方 健一・ナイスク 技術評論社 782

キャンプ 基本がわかる!キャンプレッスンブック JTBパブリッシング 786.3

言語 日本語を作った男 山口 謠司 集英社インターナショナル 810.2

英会話 なんでも英語で言えちゃう本 青木 ゆか 日本経済新聞出版社 837.8

文学研究 「文豪」がよくわかる本 宝島社 910.2

川柳 イナカ川柳 TV Bros.編集部/編 文藝春秋 911.4

シナリオ 見る前に跳んだ 倉本 聰 日本経済新聞出版社 912.7



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 前夜 上田 秀人 講談社 B Fウエ

文庫 銀座恋一筋殺人事件 風野 真知雄 文藝春秋 B Fカゼ

文庫 悲恋の太刀 鳥羽 亮 双葉社 B Fトバ

エッセイ 男の粋な生き方 石原 慎太郎 幻冬舎 Eイシ

エッセイ 新・目白雑録 金井 美恵子 平凡社 Eカナ

エッセイ これからを生きるあなたに伝えたいこと 瀬戸内 寂聴 マガジンハウス Eセト

エッセイ マリコ、炎上 林 真理子 文藝春秋 Eハヤ

小説 かんかん橋の向こう側 あさの あつこ KADOKAWA Fアサ

小説 サブマリン 伊坂 幸太郎 講談社 Fイサ

小説 花が咲くとき 乾 ルカ 祥伝社 Fイヌ

小説 擬宝珠のある橋 宇江佐 真理 文藝春秋 Fウエ

小説 誰にも探せない 大崎 梢 幻冬舎 Fオオ

小説 向田理髪店 奥田 英朗 光文社 Fオク

小説 拳の先 角田 光代 文藝春秋 Fカク

小説 家康、江戸を建てる 門井 慶喜 祥伝社 Fカド

小説 アカガミ 窪 美澄 河出書房新社 Fクボ

小説 携帯乳児 紺野 仲右ヱ門 日本経済新聞出版社 Fコン

小説 ハーレーじじいの背中 坂井 希久子 双葉社 Fサカ

小説 市立ノアの方舟 佐藤 青南 祥伝社 Fサト

小説 田嶋春にはなりたくない 白河 三兎 新潮社 Fシラ

小説 くれなゐの紐 須賀 しのぶ 光文社 Fスガ

小説 カナリア恋唄 杉本 章子 講談社 Fスギ

小説 ノベルダムと本の虫 天川 栄人 KADOKAWA Fテン

小説 彼女に関する十二章 中島 京子 中央公論新社 Fナカ

小説 虹の巣 野中 ともそ KADOKAWA Fノナ

小説 シスト 初瀬 礼 新潮社 Fハツ

小説 辛夷の花 葉室 麟 徳間書店 Fハム

小説 マチネの終わりに 平野 啓一郎 毎日新聞出版 Fヒラ

小説 あるいは修羅の十億年 古川 日出男 集英社 Fフル

小説 ニセモノの妻 三崎 亜記 新潮社 Fミサ

小説 うちのご近所さん 群 ようこ KADOKAWA Fムレ

小説 風待心中 山口 恵以子 PHP研究所 Fヤマ

小説 橋を渡る 吉田 修一 文藝春秋 Fヨシ

外国文学 ハーフ・ワイルド　上・下 サリー・グリーン 早川書房 933

小説・エッセイ

新着図書案内　2016年6・7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

うらない ミラクルハッピー超アタル!誕生日うらないDX ムッシュ ムラセ 西東社 148

どうとく したがう?したがわない?どうやって判断するの?ヴァレリー・ジェラール岩崎書店 151

じんせいくん 時間の使い方 入江/久絵 旺文社 159

でんき 真田昌幸 ポプラ社 289

せんきょけん 池上彰のみんなで考えよう18歳からの選挙1～4 文溪堂 314

ルール ルールとマナー 関/和之 旺文社 385

どうぶつ 動物には心があるの?人間と動物はどうちがうの? エリザベット・ド・フォントネ 岩崎書店 461

しょくぶつ カラスウリ 有沢　重雄 そうえん社 479

いのち 焼き肉を食べる前に。 解放出版社 648

おりがみ かわいいいきものおりがみ 丹羽 兌子 ブティック社 754

あやとり あやとり学 野口 廣 今人舎 798

おはなし おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル ポプラ社 913

おはなし おばけのばけひめちゃん たかやま えいこ 金の星社 913

おはなし 表参道高校合唱部!　1・2 桑畑 絹子 学研プラス 913

おはなし がっこうのおばけ 吉田 純子 あかね書房 913

おはなし シナモンのおやすみ日記 小手鞠 るい 講談社 913

おはなし 旅のお供はしゃれこうべ 泉田 もと 岩崎書店 913

おはなし なぞときおばけの話 村上 健司 あかね書房 913

おはなし 遊園地の妖怪一家 富安 陽子 理論社 913

おはなし きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン 大日本図書 933

おはなし 夏の魔女 ルース・チュウ フレーベル館 933

えほん いけいけ!しょうがくいちねんせい 中川 ひろたか 小学館

えほん いつだってともだち 内田 麟太郎 偕成社

えほん おじゃまなクマのおいだしかた エリック・パインダー 岩崎書店

えほん かばのさら・ばらのかさ 石津 ちひろ ポプラ社

えほん こぞうさんのおきょう 新美 南吉 新樹社

えほん このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社

えほん 30000このすいか あき びんご くもん出版

えほん じてんしゃギルリギルリ 角野 栄子 そうえん社

えほん しんかんせんでいこう 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド

えほん チョコたろう 森 絵都 童心社

えほん なんでもだっこ! スコット・キャンベル 評論社

えほん ねこどけい きしだ えりこ 福音館書店

えほん ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤 ノリコ 佼成出版社

えほん わかってるもん ひろかわ さえこ ハッピーオウル社

児童書


