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図書館だより いずみさの 

 一年の中で最も寒さが厳しく、春がとても待ち遠しい季節です。暖かい部屋での

読書もいいですが、新しい季節に向けて心機一転の片付けをしてみませんか？図書

館では今年も古本交換市を行います。片付けで出てきた不要になった本に、新しい

持ち主が見つかるかもしれません。皆様のご参加をお待ちしております。 

図書館からのお知らせ

毎年恒例！古本交換市を開催いたします！ 

 
昨年末よりたくさんのお問い合わせをいただいていました、古本交換市を今年も開催い

たします！たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

 いつも図書館をご利用いただきましてありがとうございます。 

暦ではもう春ですね！ 

昨年末からの図書館アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。ご意見

をいただきました中から、反省点は改善させていただきます。応援をいただきましたお言葉

は今後の励みとさせていただきます。 

私たちスタッフは「明るく元気」「高いホスピタリティー」「幅広い知識と高度な専門性」

を行動目標に頑張っています。市内の図書館、図書室、いちょう号へ足を運んでみて下さい。

新しい何かに出会えるかもしれません。スタッフ一同お待ちしております。 

館長だより 

参加には、受付期間内に図書館が発行する交換券が必要です。 

 

受付期間 ： 2月 1日（水）～2月 2４日（金） 

 受付場所 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

        佐野公民館図書室・長南公民館図書室 

 受付方法 ： ご自宅で読み終え不要になった本を、図書館にお持ちください。 

        お持ちいただいた冊数を記入した交換券をその場でお渡しいたします。 

 ※ 以下の本は交換できませんので、ご注意ください。 

   学習参考書、教科書、雑誌、マンガ、破損・汚損している本など 

日 時 ： 2月 25日（土） 午後 1時～3時 

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 



 今年度みなさまより図書館にお寄せいただきました本を、ご自由にお持ち帰り

いただけます。ふるってご参加下さい！ 

図書館の管理運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

昨年 12月より実施いたしましたアンケートへのご協力ありがとうございました。 

たくさんの方より回答をいただきました。 

アンケートの結果や要望・質問への回答は、集計が終わり次第、各図書館・ホームペー

ジにて公開いたします。 

これからも、泉佐野市立図書館をよろしくお願いいたします。 

手作りの人形が生き生きと動く「人形劇団 ひまわり」と、絵本や紙しばいが楽しい 

「おはなし会 ルピナス」が中央図書館にやってきます！ 

大人の方も大歓迎！おはなしの世界をお楽しみ下さい。 

日 時 ： 3月 4日（土） 午後 1時～3時 

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 

申込み ： 事前申込み不要・参加費無料 

● 冊数の制限はありません。 

● 当日は持ち帰る本を入れるためのかばん等をお持ち下さい。 

● 事前の本の取り置きや、お手続き終了後の本のお預かりは出来ませんので 

ご注意下さい。 

日 時 ： 3月 2５日（土）  

午後 1時 30分～2時 30分（午後１時 15分 開場） 

演 目 ： 人形劇「三枚のおふだ」 

      絵本・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 

定 員 ： 80名（事前申込み不要・参加費無料） 

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。 

泉佐野市のおはなしボランティアグループ。

泉佐野市の小学校やこども園、高齢者向け施

設などで定期的におはなし会を開催。 

人形劇団「ひまわり」 おはなしの会「ルピナス」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

リサイクル本市 
 

アンケートへのご協力ありがとうございました！ 

人形劇＆おはなし会 コラボ☆イベント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・E・エリクソン 評論社 低学年向け 

マフィンと金庫番 ポール・ウォーレン 文溪堂 低学年向け 

影との戦い ゲド戦記１ ル＝グウィン 岩波書店 中学年向け 

魔法の館にやとわれて ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店 高学年向け 

弟子 アラルエン戦記１ ジョン・フラナガン 岩崎書店 高学年向け 

ヒックとドラゴン １伝説の怪物  ヒック・ホレンダス・ハドック三世 作 

ヒックはごく平凡なバイキングの子。特技はドラゴン語をはなせること。一人前の

バイキングになるテストで捕まえた、ちょっとわがままで小さなドラゴン・トゥース

レスと一緒に巨大なドラゴンと対決することに。果たして、ヒックはドラゴンを倒し

てヒーローになれるだろうか？              （小学校中学年向け） 

わくわくドキドキのファンタジーをご紹介！ドラゴンとたたかったり、魔法をつか

ったり！主人公たちといっしょにぼうけんしてみよう！ 

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。 

「旅先での南天星空ガイド」  

飯塚 礼子 著  恒星社厚生閣  443.8 

 南半球での星座の探し方や、神話や伝説など星座の始まり、国旗にデザインさ

れた星についての紹介や、場所や季節によっての星の見え方の違いや見つけ方を

解説したガイドブック。日本でも一部の地域では季節によって南十字星を見る事

ができ、一番北の星だけなら紀伊半島の南端潮岬でも観測できる。 

「ヒマ道楽」 

坪内 稔典 著  岩波書店  Ｅツボ 

ついつい「忙しい、忙しい！」と無意識に口に出していませんか？そして本

当にみんなそんなに忙しいのでしょうか？自らの「ヒマ」を自覚し「ヒマ」を

生きることで、時間も出来て人生に広がりが出るのでは？と提案する。さぁ、

あなたも一緒に「ヒマ道楽」してみませんか？ 

「オオカミから犬へ！ 人と犬がなかよしなわけ」       

ハドソン・タルボット 作・絵 真木 文絵 訳  岩崎書店 絵本 

  チワワやプードル、柴犬にダルメシアン。今では 400 しゅるいの犬がいま

す。そのそせんはみんなオオカミでした。むかしむかし、親のいない子どもオ

オカミが、ひとりぼっちの男の子とであったことからおはなしがはじまりま

す。人と出会ったオオカミは一体どのように進化していったのでしょうか？ 

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 

「日本の昔ばなし 浦島太郎 ほか」69 分  

日時 2 月 11 日（土）    午後 2 時から 

「ピーターパン」            77 分 

日時 3 月 11 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 

「隠し砦の三悪人」 

139 分 

三船敏郎 主演  黒澤明 監督 

1958 年作品 

日時  2 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 

2 月 1 日 ・ 15 日 

3 月 1 日 ・ 15 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  

2017 年 2 月・3 月号 No.95 

2017 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 

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 

本の展示のご案内 

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

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 

各図書館の２・３月の企画展示です。 

 

※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。 

２月 ３月 

◆ レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

【新しい生活、始めませんか？】（生活） 

◆ 佐野公民館図書室 

【生き物いろいろ】（生物） 

◆ 長南公民館図書室 

【のりもの】（乗り物） 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

パソコン あと3年古いパソコンが使える本 日経Linux/編 日経BP社 007.6

読書案内 本を読む 安野　光雅 山川出版社 019

物流 アマゾンと物流大戦争 角井　亮一 NHK出版 024.0

人生訓 大人の気づかい 坂東　眞理子 リベラル社 159

人生訓 独身40男の歩き方 木村　隆志 CCCメディアハウス 159

神社 関西の神社をめぐる本 京阪神エルマガジン社/編 京阪神エルマガジン社 175.9

仏像 やさしい仏像 朝日新聞出版 186.8

宗教 聖書入門 フィリップ・セリエ 講談社 193

歴史 一気に同時読み!世界史までわかる日本史 島崎　晋 SBクリエイティブ 210.1

歴史 日本近現代史入門 広瀬　隆 集英社インターナショナル 210.6

伝記 コブのない駱駝 きたやま　おさむ 岩波書店 289

旅行 関西温泉の達人 ぴあ株式会社関西支社 291.6

国家論 問題は英国ではない、EUなのだ エマニュエル・トッド 文藝春秋 304

政治 中国共産党闇の中の決戦 中澤　克二 日本経済新聞出版社 312.2

国際連合 介入のとき　上・下 コフィ・アナン 岩波書店 319.9

皇室 天皇「生前退位」の真実 高森　明勅 幻冬舎 323.1

相続法 お金の終活 山田　和美 すばる舎 324.7

会社経営 はじめての会社経営100問100答 出口秀樹税理士事務所/編著 明日香出版社 336

電子マネー ブロックチェーン・レボリューション ドン・タプスコット ダイヤモンド社 338

租税法 図解租税法ノート 八ツ尾　順一 清文社 345.1

年金 ど素人が始めるiDeCo<個人型確定拠出年金>の本 山中　伸枝 翔泳社 364.6

親子関係 産まなくても、育てられます 後藤　絵里 講談社 367.3

介護 介護のススメ! 三好　春樹 筑摩書房 369.2

貧困 子どもの貧困ハンドブック 松本　伊智朗（他）/編著 かもがわ出版 369.4

教育 美しき英国パブリック・スクール 石井　理恵子 太田出版 372.3

伝統行事 日本の伝統行事 村上　龍 講談社 386.1

ガロア理論 ガロア理論「超」入門 小林　吹代 技術評論社 411.7

宇宙 宇宙災害 片岡　龍峰 化学同人 450.1

化石 楽しい植物化石 土屋　香・土屋　健 河出書房新社 457.7

医療 下肢静脈瘤・むくみは自分で治せる！ 岩井　武尚 学研プラス 493.2

医療 自分の「異常性」に気づかない人たち 西多　昌規 草思社 493.7

医療 子どもの危険な病気のサインがわかる本 松永　正訓 講談社 493.9

医療 乳がん 山内　英子 主婦の友社 495.4

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年2・3月号



医療 40代からはやせてもきれいになれません! 中村　格子 オレンジページ 498.3

公害 国家と石綿 永尾　俊彦 現代書館 498.8

環境破壊 環境破壊図鑑 藤原　幸一 ポプラ社 519.2

建築 ル・コルビュジエから遠く離れて 松隈　洋 みすず書房 523.1

眼鏡 あなたの眼鏡はここが間違っている 藤　裕美 講談社 535.8

お香 てづくりお香教室 日東書院本社 576.6

ファッション カジュアルに、ひとさじの女らしさを 主婦と生活社 589.2

木工 木工上達！継ぎ手テクニック 学研プラス 592.7

編み物 かぎ針で編むお花のかわいいルームシューズ アップルミンツ 594.3

メイク おとな美人を作る「メイクの基本」 山本　浩未 宝島社 595

ダイエット 1日1回の腹筋でお腹を凹ませる方法 中村　勝美 池田書店 595

料理 ほっとくだけ!デリ風作り置き 市瀬　悦子 光文社 596

料理 すしレシピ 朝日新聞出版/編 朝日新聞出版 596.2

料理 飛田和緒の郷土汁 飛田　和緒 世界文化社 596.2

料理 魔法のひき肉ストック 本田　明子 家の光協会 596.3

料理 最高の山ごはん ホシガラス山岳会 パイインターナショナル 596.4

お菓子 グルテンフリーのパンと麵とおやつ 大越　郷子 PHP研究所 596.6

お菓子 豆腐チーズケーキ 柳瀬　久美子 文化学園文化出版局 596.6

お菓子 大人のほろ酔いスイーツ 若山　曜子 産業編集センター 596.6

産業 産業遺産JAPAN 前畑　洋平 創元社 602.1

農業 闘うもやし 飯塚　雅俊 講談社 626.3

庭づくり まるごとわかる!庭づくりDIYの基本 荒井　章 エクスナレッジ 629.7

ハリネズミ ハリネズミ完全飼育 大野　瑞絵 誠文堂新光社 645.9

鉄道 関西発の名列車 寺本　光照 JTBパブリッシング 686.2

水彩画 旅の時短スケッチ あべ　まりえ ビー・エヌ・エヌ新社 724.4

切り絵 幸せを運ぶかわいい切り絵 竹崎　里砂 日貿出版社 726.9

切り紙 ウルトラマン切り紙 誠文堂新光社 754.9

音楽 ザ・ビートルズ史　上・下 マーク・ルイソン 河出書房新社 764.7

音楽 ボブ・ディラン マイ・バック・ページズ 河出書房新社 767.8

芸能 少年時代 高倉　健 集英社 778.2

アウトドア 楽しい川遊び 地球丸 786

弓道 弓道基本と上達法 実業之日本社 789.5

忍者 忍者の里を旅する 産業編集センター 789.8

手話 手話を言語と言うのなら 森　壮也・佐々木　倫子/編 ひつじ書房 801.9

語学 語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口　謠司 ワニブックス 814

ことわざ ことわざ生活　あっち篇・こっち篇 あかいわ　しゅうご 草思社 814.4

文章 文章読本Ｘ 小谷野　敦 中央公論新社 816

作家論 在りし、在らまほしかりし三島由紀夫 高橋　睦郎 平凡社 910.2



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 黒猫邸の晩餐会 嬉野　君 講談社 B Fウレ

文庫 名古屋駅西喫茶ユトリロ 太田　忠司 角川春樹事務所 B Fオオ

文庫 大坂城の十字架 鈴木　英治 PHP研究所 B Fスズ

文庫 毟り合い 永瀬　隼介 講談社 B Fナガ

文庫 Fが鳴るまで待って 我鳥　彩子 集英社 BＦワド

文庫 スパイの忠義　上・下 サイモン・コンウェイ 早川書房 B933

エッセイ ふりまわされない。 小池　一夫 ポプラ社 Eコイ

エッセイ ノッポさんの「小さい人」となかよくできるかな? 高見　のっぽ 小学館 Eタカ

エッセイ 華麗なる微狂(びちが)いの世界 平山　夢明 洋泉社 Eヒラ

エッセイ 星に願いを、いつでも夢を 村上　龍 ベストセラーズ Eムラ

小説 回天の剣 天野　純希 角川春樹事務所 Fアマ

小説 砂漠の影絵 石井　光太 光文社 Fイシ

小説 あひる 今村　夏子 書肆侃侃房 Fイマ

小説 本バスめぐりん。 大崎　梢 東京創元社 Fオオ

小説 水槽の中の女 勝目　梓 中央公論新社 Fカツ

小説 慶応三年の水練侍 木村　忠啓 朝日新聞出版 Fキム

小説 209号室には知らない子供がいる 櫛木　理宇 KADOKAWA Fクシ

小説 エクサスケールの少女 さかき　漣 徳間書店 Fサカ

小説 花咲小路三丁目のナイ 小路　幸也 ポプラ社 Fシヨ

小説 よるのばけもの 住野　よる 双葉社 Fスミ

小説 土の記　上・下 高村　薫 新潮社 Fタカ

小説 under the bridge 堂場　瞬一 早川書房 Fドウ

小説 夜の歌 なかにし　礼 毎日新聞出版 Fナカ

小説 あおなり道場始末 葉室　麟 双葉社 Fハム

小説 きみといたい、朽ち果てるまで 坊木　椎哉 KADOKAWA Fボウ

小説 珍妙な峠 町田　康 双葉社 Fマチ

小説 おばちゃんたちのいるところ 松田　青子 中央公論新社 Fマツ

小説 静かな雨 宮下　奈都 文藝春秋 Fミヤ

小説 人魚姫の椅子 森　晶麿 早川書房 Fモリ

小説 あのこは貴族 山内　マリコ 集英社 Fヤマ

小説 裏関ケ原 吉川　永青 講談社 Fヨシ

外国文学 ウインドアイ ブライアン・エヴンソン 新潮社 933

外国文学 ドラゴンの塔　上・下 ナオミ・ノヴィク 静山社 933

外国文学 震える石 ピエール・ボアロー 論創社 953

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

しんりがく 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤　孝 KADOKAWA 140

れきし 室町時代のサバイバル イセケヌ 朝日新聞出版 210

でんき 円周率の謎を追う 鳴海　風 くもん出版 289

うちゅう 世界の子どもの？に答える30秒でわかる宇宙 クライブ・ギフォード 三省堂 440

でんしゃ 電車大集合1922点 講談社 536

たべもの つくってみよう！発酵食品 中居　惠子 ほるぷ出版 596

じゅうい 夜やってくる動物のお医者さん 高橋　うらら フレーベル館 649

こうくう 航空会社図鑑 日経BPコンサルティング 687

スポーツ チームでつかんだ栄光のメダル　1 本郷　陽二/編 汐文社 780

ゲーム 世界の歴史1001のさがしもの ジリアン・ドハーティ PHP研究所 798

かるた 勝つ!百人一首「競技かるた」完全マスター メイツ出版 798

きごう 使って覚える記号図鑑 白鳥　敬 誠文堂新光社 801

おはなし うみのとしょかん 葦原　かも 講談社 913

おはなし きみのためにはだれも泣かない 梨屋　アリエ ポプラ社 913

おはなし 5秒後に意外な結末 桃戸　ハル/編著 学研プラス 913

おはなし チキン！ いとう　みく 文研出版 913

おはなし なきむしにかんぱい！ 宮川　ひろ 童心社 913

おはなし ふたりのカミサウルス 平田　昌広 あかね書房 913

おはなし 三島由宇、当選確実！ まはら　三桃 講談社 913

おはなし 四年ザシキワラシ組 こうだ　ゆうこ 学研プラス 913

おはなし 骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー 竹書房 933

おはなし 動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン ポプラ社 933

おはなし 屋根裏のゆうれい ドリー・ヒルスタッド・バトラー 国土社 933

おはなし 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン 理論社 953

えほん あれあれ、タコさん、あしまちがえた！ アドニス・パパテオドゥールゥ ワールドライブラリー

えほん いとしの毛玉ちゃん 室井　滋 金の星社

えほん かこちゃんはひとりっこ 石津　ちひろ 好学社

えほん こどものなかま レイン・スミス BL出版

えほん 小学校の生活 はまの　ゆか/絵 学研プラス

えほん てのりにんじゃ 山田　マチ ひさかたチャイルド

えほん でんでんでんしゃ 谷川　俊太郎 交通新聞社

えほん なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ PHP研究所

えほん にょっ！ ザ・キャビンカンパニー 小学館

えほん パンツのはきかた 岸田　今日子 福音館書店

えほん モモリン 立川　志の輔 あかね書房

児童書


