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図書館だより いずみさの 

 夏真っ盛り！キャンプやハイキングなど、野外で楽しく遊ぶ方法や、夏を涼しく

すごすための知恵、夏が旬の野菜を使った料理の本など、夏を満喫するちょっとし

たスパイスになる本はいかがでしょうか？もちろん、夏休みの宿題に役立つ本も取

り揃えています！ 

夏はぜひ図書館へお越しください！！ 

図書館からのお知らせ

としょかん読書応援隊！ 

 図書館での調べものや読書感想文・自由研究などに便利な、子ども向けのパスファインダー

（調べ方案内）ができました！思い立ったらすぐできる、便利な書き込むことのできる用紙付

きです！ ぜひ、宿題や調べもの学習にお役立てください！ 

 暑い日が続いていますが、皆さんの暑さ対策は大丈夫でしょうか？ 

 先日、通りで銀杏の木に、実がたくさん付いているのを見つけました。季節はどんどん移

り変わっています。図書館内もいろいろ変化していますよ。図書館で読書をして、ホッと一

息いれてみませんか？お子さん向けの行事や、いろいろ役立つ本、楽しめる本などたくさん

あります。 

 何かお探しで、うまく見つけられないときはスタッフへお声かけしてみてください。 

泉佐野市立図書館館長 東 

館長だより 

① 読書感想文 

って、どう書いたらいいの！？ 

 夏休みの宿題の中でもたいへんな読書感想文

の書き方をお手伝い！ 

読書感想文を書く上での要点を紹介します。 

② 自由研究 

って、どうしたらいいの！？ 

 自由研究や調べる学習など、何かを調べる

方法をご紹介！ 

③ 知って得する！？ 

図書館の使い方 

 読書感想文も自由研究も、本を使うことが多

いのではないでしょうか？ 

 図書館での本の探し方をお教えします！ 



図書館でＣＤやＤＶＤを視聴できるブースが設置されました。 

 貸出カードをお持ちの方でしたら、誰でもお使いいただけます。カウンターで視聴の手続き

をいたしますので、ご覧になりたい資料と貸出カードをお持ちください。 

 読書の秋に向けて、今年も本の紹介を大募集！ 

 応募作品はレイクアルスタープラザ・カワサキ

中央図書館で展示します。 

 ふるって、ご応募ください！！ 

 

受付：9月 1日から 

   ※図書館で配布する専用の用紙でご応募 

ください。 

※ たくさんの方にご利用いただくために、お１人１日１回とさせていただきます。 

  視聴は図書館の資料に限らせていただきます。お持込はご遠慮ください。 

読書の秋に向けて、さまざまな催しを企画しています。 

詳しい情報は広報やチラシでお知らせいたします！お気軽にご参加ください。 

 

 好評いただきました「図書館ツアー」を今年も開催します！ 

 本がいっぱいの書庫や、移動図書館いちょう号の車庫、返却ポストの

中など、普段は見ることのできない場所にご案内いたします。 

 本をよく知る司書による「製本

教室」を開催予定！ 

 本格的な装丁の白紙のノートを

作ります。自分だけの本を作って

みませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館に 

視聴ブースが設置されました。 

 

私の好きな本・ 

私のお気に入りの１冊！！ 
 

図書館・秋の催し 
 

ちょっと裏側をのぞいてみよう！ 

図書館ツアー！！ 

自分だけの本を作ろう！ 

「製本教室」開催！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

よーい、ドン！ 中垣 ゆたか ほるぷ出版 低学年向け 

はっきよい畑場所 かがくい ひろし 講談社 低学年向け 

しっぱいにかんぱい！ 宮川 ひろ 童心社 中学年向け 

フットボール・アカデミー トム・パーマー 岩崎書店 中学年向け 

戦国ベースボール りょくち 真太 集英社 高学年向け 

バッテリー                  あさの あつこ 作 
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むが……。    （小学校高学年向け） 

野球やサッカー、秋の運動会など、スポーツのおはなしをご紹介！一生懸命がんば

るみんなを応援しよう！興味を持ったら、ぜひ、自分でもやってみよう！！ 

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。 

「深海生物テヅルモヅルの謎を追え！」  

岡西 政典 著 東海大学出版部  484.9 

テヅルモヅルが世界中に分布した謎を紐解くとともに、「珍しい生物が見たい」

という想いから分類学に興味を持ち、研究の世界に身を投じた著者の、リアルな

研究の日常を綴った自伝的リサーチ物語。著者が研究活動に臨み考えたこと、研

究にかけた情熱、苦難、驚きや喜びを感じられる一冊。 

「毒殺協奏曲」 

アミの会（仮）編   原書房   F 

 女性作家の集まり「アミの会（仮）」が、有栖川有栖と柴田よしきをゲストに

迎え「毒殺」をテーマに人気作家８人が書き下ろした短篇集。やたらと毒の致

死量に詳しい女や、毒よりも恐ろしい偶然など、色々な切り口で「毒」アプロ

ーチする。サスペンスから本格派までを 1冊に閉じ込めたアンソロジー。 

「みみずくのナイトとプードルのデイ」       

ロジャー・デュボアザン さく ロクリン社 絵本 

  かしの木に住むナイトとペニーフェザーさんの飼い犬のデイ。ふたりはとも

だちなのになかなか会ってお話ができません。夜にデイの家の扉ごしにお話を

しますが、ペニーフェザーさん一家はうるさくて眠れなくなりました。そこで

息子のボブが良い方法を考えました。心があたたかくなる友情のお話。 

もっとよみたい？ 



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 

「学校の怪談（実写版）」   101 分 

日時  8 月 13 日（土）  午後 2 時から 

「大決戦！超ウルトラ８兄弟」  97 分 

日時  9 月 10 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 

「蒲田行進曲」       108 分 

松坂 慶子 主演 

つかこうへい 原作      1982 年作品 

 

日時 8 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 

８月 ３日・１７日 

９月 7 日・２１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 8 月・9 月号 No.92 

201６年 8 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 

夏休み映画会 

日時：8 月 6 日（土）午後２時から 

場所：佐野公民館 4 階多目的室 

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 31

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

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 

パペットアニメーション 

※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。 

８月 ９月 

劇場版ムーミン 

ムーミン谷の夏まつり  87 分 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報科学 神経ハイジャック マット・リヒテル 英治出版 007.3

絵本 絵本といっしょにまっすぐまっすぐ 鈴木　潤 KTC中央出版 019.5

哲学 『不思議の国のアリス』の分析哲学 八木沢 敬 講談社 116.3

怪談 九十九怪談　第9夜 木原 浩勝 KADOKAWA 147

人生訓 トランプ思考 ドナルド・トランプ PHP研究所 159

僧職 お坊さんのひみつ 村越 英裕 PHPエディターズ・グループ 185.7

歴史 戦国武将を診る 早川 智 朝日新聞出版 281.0

伝記 野戦病院でヒトラーに何があったのか ベルンハルト・ホルストマン 草思社 289/ﾋﾄ

伝記 世界で一番貧しい大統領と呼ばれたホセ・ムヒカ 国際情勢研究会/編 ゴマブックス 289/ﾑﾋ

伝記 シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン 河出書房新社 289/ﾚｲ

政治 「政治のしくみ」がイチからわかる本 坂東 太郎 日本実業出版社 312.1

憲法 憲法って、どこにあるの? 谷口 真由美 集英社 323.1

経営 50歳からの人生がもっと楽しくなる仕事カタログ 片桐 実央 マガジンハウス 335

保険 絶対に知っておきたい!地震・火災保険と災害時のお金 さくら事務所(他) 自由国民社 339.5

社会 くらべる東西 おかべ たかし 東京書籍 361.4

老人問題 老人の壁 養老 孟司 毎日新聞出版 367.7

社会福祉 高齢者施設お金・選び方・入居の流れがわかる本 太田 差惠子 翔泳社 369.2

教育 学校と図書館でまなぶインターネット活用法 ジェームス・E.ヘリング 日本図書館協会 375

飲食史 料理と帝国 レイチェル・ローダン みすず書房 383.8

マナー 50歳からのすてきなマナー 中山 庸子 海竜社 385.9

数学 おいしい数学 ジム・ヘンリー 岩波書店 410.4

化石 化石ウォーキングガイド全国版 相場 博明 丸善出版 457.2

動物生態学 先生、イソギンチャクが腹痛を起こしています! 小林 朋道 築地書館 481.7

医学哲学 医者が教える人が死ぬときに後悔する34のリスト 川嶋 朗 アスコム 490.1

医学 症状改善!ツボ大全 布施 雅夫/監修 成美堂出版 492.7

胃腸 専門医が教えるおなかの弱い人の胃腸トラブル 江田 証 幻冬舎 493.4

健康 無敵の「1日1食」 三枝 成彰 SBクリエイティブ 498.5

妊産婦 赤ちゃんすくすく時期別妊娠中の食事 笠井 靖代(他)/医学監修 西東社 498.5

食育 0〜5歳子どもの味覚の育て方 とけいじ 千絵 日東書院本社 498.5

通信 はじめての今さら聞けないYouTube入門 八木 重和 秀和システム 547.4

発酵 トコトンやさしい発酵の本 協和発酵バイオ株式会社/編 日刊工業新聞社 588.5

日本酒 日本酒ドラマチック 山同 敦子 講談社 588.5

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年8・9月号



衣服 おしゃれが上達する大人服 石田 純子/監修 主婦の友社 589.2

暮らし 人生後半をもっと愉しむフランス仕込みの暮らし術 吉村 葉子 家の光協会 590

家計 サヨナラお金の不安 畠中 雅子 主婦の友社 591

衣服 ずっと着たい私だけのワンピース 笹原 のりこ 文化学園文化出版局 593.3

衣服 1日で作る夏の服 ブティック社 593.3

手芸 かぎ針で編むカラフルなバッグ、帽子&アクセサリー おの ゆうこ 日東書院本社 594.3

料理 家族みんながうれしい冷めてもおいしい絶品おかず 堤 人美 永岡書店 596

料理 クセになる!パクチーレシピブック エダジュン パルコエンタテインメント事業部 596

薬味 薬味の魔法 平尾 由希 主婦の友インフォス情報社 596

料理 おうちで食べたい給食ごはん 杉並区教育委員会/監修 イースト・プレス 596

料理 イタリアンのきほん、完全レシピ 吉川 敏明 世界文化社 596.2

料理 そうめん 満留 邦子 成美堂出版 596.3

野菜料理 食べて、育てるしあわせ野菜レシピ 大橋 明子 集英社インターナショナル 596.3

パン 無水鍋で焼くおいしいパン 荻山 和也 文化学園文化出版局 596.6

お菓子 ひっくり返すだけ!アップサイドダウンケーキ 森崎 繭香 日東書院本社 596.6

片づけ 収納家具いらずの片づけ図解百科 吉本 とも子 主婦と生活社 597.5

採種 これならできる!自家採種コツのコツ 自然農法国際研究開発センター/編 農山漁村文化協会 615.2

園芸 すぐに使える!土・肥料・鉢 吉田 健一/監修 NHK出版 620

ハリネズミ わが家のハリネズミ生態観察記 鈴木 欣司 ・鈴木 悦子 緑書房 645.9

樹木 150の樹木百科図鑑 ノエル・キングズバリ 原書房 653.2

広告 最強のコピーライティングバイブル 横田 伊佐男 ダイヤモンド社 674

新幹線 新幹線コンプリートブック JTBパブリッシング 686.2

美術史 闇の美術史 宮下 規久朗 岩波書店 702

画家 会いたかった画家 安野 光雅 山川出版社 720.2

絵画技法 絵てがみ 美しい日本を巡る旅のことば選び 吉水 咲子 誠文堂新光社 724

キャラクター スヌーピーのひみつA to Z チャールズ・M.シュルツ 新潮社 726.1

さし絵技法 デジタルイラストの「身体」描き方事典 松 SBクリエイティブ 726.5

書道 お礼状・季節のご挨拶・お見舞いの書き方 浅倉 龍雲 日貿出版社 728

工芸 近代大阪職人(アルチザン)図鑑 大阪歴史博物館/編著 青幻舎 750.2

作曲 作曲少女 仰木 日向 ヤマハミュージックメディア 761.8

猿楽 乱舞の中世 沖本 幸子 吉川弘文館 773.2

マラソン 知識ゼロからのフルマラソン入門 小出 義雄 幻冬舎 782.3

ラグビー 7人制ラグビー観戦術 野澤 武史   ベースボール・マガジン社 783.4

日本語 日本語大好き 金田一 秀穂 文藝春秋 810.4

英語 英語に好かれるとっておきの方法 横山 カズ 岩波書店 830.7

小説作法 ミステリー小説を書くコツと裏ワザ 若桜木 虔 青春出版社 901.3

作家論 食魔 谷崎潤一郎 坂本 葵 新潮社 910.2

作家 ファンタジーへの誘い TricksterAge編集部/編 徳間書店 910.2



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 ゾディアック計画 太田 忠司 中央公論新社 B Fオオ

文庫 ほかほか蕗ご飯 坂井 希久子 角川春樹事務所 B Fサカ

文庫 古書カフェすみれ屋と本のソムリエ 里見 蘭 大和書房 B Fサト

文庫 猫と忍者と太閤さん 田中 啓文 集英社 B Fタナ

文庫 その鏡は噓をつく 薬丸 岳 講談社 BＦヤク

文庫 ハイエナ 吉川 英梨 幻冬舎 BＦヨシ

エッセイ 老いも病も受け入れよう 瀬戸内 寂聴 新潮社 Eセト

エッセイ 美を尽くして天命を待つ 林 真理子 マガジンハウス Eハヤ

エッセイ 息子ってヤツは 室井 佑月 毎日新聞出版 Eムロ

エッセイ 蚕食鯨呑 楊 逸 岩波書店 Eヤン

小説 ボタニカル 有間 カオル 一迅社 Fアリ

小説 土曜はカフェ・チボリで 内山 純 東京創元社 Fウチ

小説 『沈黙』をめぐる短篇集 遠藤 周作 慶應義塾大学出版会 Fエン

小説 家族のシナリオ 小野寺 史宜 祥伝社 Fオノ

小説 ラジオラジオラジオ! 加藤 千恵 河出書房新社 Fカト

小説 眠りなき夜明け 高城 高 寿郎社 Fコウ

小説 マル暴総監 今野 敏 実業之日本社 Fコン

小説 大岩壁 笹本 稜平 文藝春秋 Fササ

小説 イノセント 島本 理生 集英社 Fシマ

小説 主夫のトモロー 朱川 湊人 NHK出版 Fシユ

小説 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森 古都 SBクリエイティブ Fタキ

小説 ヒッキーヒッキーシェイク 津原 泰水 幻冬舎 Fツハ

小説 どこかでベートーヴェン 中山 七里 宝島社 Fナカ

小説 私の消滅 中村 文則 文藝春秋 Fナカ

小説 ブラック・ドッグ 葉真中 顕 講談社 Fハマ

小説 亀と観覧車 樋口 有介 中央公論新社 Fヒグ

小説 ジッシュー!! 古川 春秋 光文社 Fフル

小説 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ 光文社 Fミナ

小説 晩秋の陰画(ネガフィルム) 山本 一力 祥伝社 Fヤマ

小説 いのち買うてくれ 好村 兼一 徳間書店 Fヨシ

外国文学 闇と静謐 マックス・アフォード 論創社 933

外国文学 背信の都　上・下 ジェイムズ・エルロイ 文藝春秋 933

外国文学 ボルジア家 アレクサンドル・デュマ 作品社 953

外国文学 愉しき夜 ストラパローラ 平凡社 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

てつがく 死ってなんだろう。死はすべての終わりなの? フランソワーズ・ダステュール 岩崎書店 114

れきし 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ 朝日新聞出版 210

こっき 旗のほん ロブ・コルソン 六耀社 288

かがく 科学っておもしろい!なぜ?なに?なんで?わくわくサイエンス 日東書院本社 404

てんもん 天文キャラクター図鑑 日本図書センター 440

こんちゅう カブトムシ・クワガタムシ ポプラ社 486

ひこうき 航空機のひみつ 小学館 538

なぞなぞ 江戸を楽しむ!絵ときなぞなぞ PHP研究所 721

つり はじめての釣り 学研プラス 787

めいろ 恐怖!おばけやしきめいろブック 金の星社 798

おはなし あまからすっぱい物語　1～3 小学館 913

おはなし あらしをよぶ名探偵 杉山 亮 偕成社 913

おはなし 奪われた予言書 三田村 信行 あかね書房 913

おはなし おばけ、追いださないでください あんず ゆき フレーベル館 913

おはなし さくら坂 千葉 朋代 小峰書店 913

おはなし 少年たちの戦場 那須 正幹 新日本出版社 913

おはなし チビまじょチャミーとハートのくに 藤 真知子 岩崎書店 913

おはなし びょういんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社 913

おはなし 「水辺の楽校」の所くん 本田 有明 PHP研究所 913

おはなし ヤマネコとウミネコ 野中 柊 理論社 913

おはなし カリブの巨大ザメ メアリー・ポープ・オズボーン KADOKAWA 933

おはなし のんびり村は大さわぎ! アンナレーナ・ヘードマン 徳間書店 949

えほん あかずきんたろう きよた けいこ 文芸社

えほん うれしいやくそく くすのき しげのり 廣済堂あかつき

えほん 王さまABC 和歌山 静子 理論社

えほん カエルくんのだいはっけん! 松岡 達英 小学館

えほん かっぱ 京極 夏彦 汐文社

えほん さけのかけごえどんどこせ 菅原 たくや 文化学園文化出版局

えほん ぞうちゃんのいやいや 三浦 太郎 講談社

えほん でるでるでるぞねこさらい 高谷 まちこ 佼成出版社

えほん はじめてのおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 学研プラス

えほん ぼくだってトカゲ 内田 麟太郎 文研出版

えほん ゆうだちのまち 杉田 比呂美 アリス館

かみしばい おにぎりたべよう! 五味 太郎 童心社

かみしばい おうさまのひげ 横笛 太郎 童心社

児童書


