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図書館だより いずみさの 

 新しい出会いの季節がやって参りました。この時期は、物事を始めるのに最適で

す。 

新しい趣味をお探しの時は、ぜひ図書館をご活用下さい！ピッタリな本が見つか

るかもしれませんよ！ 

新しい本との出会いをご用意して、皆様のご来館をお待ちしております。 

図書館からのお知らせ

泉の森 さくらフェスタ開催！ 

 

 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。 

 図書館のまわりでもピンクの桜、新緑の青葉が目に美しい季節になってまいりました。 

 昨年度は指定管理での運営になって１年目ということで、書籍消毒器「ハッピークリーン」

の導入や日曜・祝日のフロアでの「ＢＧＭ放送」などの取組みがスタートしました。 

 これからも図書館では新しい本や情報との出会いを応援するべく、さまざまなイベントや

サービスに取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

ごあいさつ         新館長 白井
し ら い

 優子
ゆ う こ

 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館のある泉の森は、泉佐野で屈指の

桜の名所です。約 100 本ものソメイヨシノが咲き乱れる様子は圧巻で、毎年花見

を楽しむ多くの人でにぎわいます。 

 暖かくなってきた泉の森で、ゆっくりと読書を楽しむのはいかがでしょうか。 

図書館では、泉の森のさくらフェスタに合わせて、カフェスペースにて、泉佐野の

桜の名所や桜に関する本の紹介をパネル展示としてご用意しておりますので、ぜひ

お立ち寄り下さい！ 

 

 



 

開催日 タイトル 公開年 上映時間 

４月１５日 酔拳 1978年 １１１分 

６月１７日 魍魎の匣 2007年 １３３分 

８月１９日 ナイトミュージアム 2007年 １０９分 

１０月２１日 時をかける少女 1983年 １０４分 

１２月１６日 ダ・ヴィンチ・コード 2006年 １４９分 

２月１７日 プライドと偏見 2006年 １２７分 

 

 

開催日 タイトル 上映時間 

４月 ８日 マダガスカル ８６分 

５月１３日 日本の昔ばなし さるかに ６０分 

６月１０日 ヒックとドラゴン ９８分 

７月 ８日 日本の昔ばなし 耳なし芳一 ６７分 

８月１２日 
おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ 

コルボッコロ 

２９分 

３０分 

９月 ９日 
レオ・レオニ ５つの名作集 

化けくらべ 

２８分 

２１分 

１０月１４日 怪盗グルーの月泥棒 ９５分 

１１月１１日 フランダースの犬 ９０分 

１２月 ９日 おさるのジョージ ８７分 

１月１３日 カンフー・パンダ ９２分 

２月１０日 アイス・エイジ ８２分 

３月１０日 
げんきげんきノンタン はみがきしゅこしゅこ 

げんきげんきノンタン いたいのとんでけ～☆ 

３２分 

３２分 

 

懐かしの映画 午後のキネマ （偶数月第３土曜日 午後１時３０分から開催） 

 懐かしの名作をご紹介！映画を楽しみながら、 

あの頃を振り返ってみるのはいかがでしょうか？ 

 

土曜こどもシアター（毎月第２土曜日 午後２時から開催） 

 お子さんに人気の作品の中からピックアップしました！ 

ご家族やお友達とご一緒にお楽しみいただけます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

映画会 2017年度スケジュール 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

まどべにならんだ五つのおもちゃ ケビン・ヘンクス 徳間書店 低学年向け 

リンゴちゃん 角野 栄子 ポプラ社 低学年向け 

流星！ダンボールマン！！ いいだ じょうじ 講談社 低学年向け 

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック 福音館書店 低学年向け 

青矢号 おもちゃの夜行列車 ジャンニ・ロダーリ 岩波書店 高学年向け 

さあゆけ！ロボット                   大石 真 作 

たっちゃんの大好きなおもちゃのロボットが、引越しのトラックから落ちてしまい

ました。「新しい家はどこ？」ロボットの目が光り、冒険が始まります。 

無事に家までたどり着けるのでしょうか？さあゆけ、ロボット！               

（小学校低学年向け） 

みんなの一番すきなおもちゃってなにかな？本の中でもおもちゃたちが大活躍する

よ！みんなのお気に入りの子はいるかな？ 

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。 

「そろそろ、部活のこれからを話しませんか」  

中澤 篤史 著  大月書店  375.1 

 そもそも「部活」とは何なのか。法律に明記されておらず、あくまで「自主的」

な活動であるとされている日本独特の文化なのだ。本書では、部活にまつわる

様々な疑問を取り上げながら部活そのものを解説している。部活の成り立ちや不

思議、現状を理解し、部活のこれからを考えてみませんか。 

「凍てつく街角」 

ミケール・カッツ・クレフェルト 著  早川書房  949.7 

コペンハーゲン警察の捜査官ラウンは、恋人を亡くし酒浸りの日々を送って

いた。ある日友人から行方不明になっている女性を探してほしいという依頼を

受ける。調査するうちに彼女の失踪に国際的な犯罪組織が絡んでいるのではな

いかと疑い始める。一方、街には若い女性だけを狙う猟奇殺人者が現れ… 

「うちって やっぱり なんかへん？」       

トーリル・コーヴェ 作 青木 順子 訳  偕成社 絵本 

  いらないものは、パパの口ひげ、３本あしのイス、派手なワンピース。だれ

にも言えないひみつは、友達のベネディクテがうらやましいこと。１９６０年

代のノルウェーを舞台に、ふつうを望む少女が悩みながら成長していく美しい

日々を、アカデミー賞短編アニメーション賞受賞の著者が描いた作品。 

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 

「マダガスカル」        86 分 

日時 ４月 ８日（土）    午後 2 時から 

「日本の昔ばなし さるかに ほか」   ６０分 

日時 5 月 1３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 

「酔拳」            1１１分 

ジャッキー・チェン 主演  ユエン・ウーピン 監督 

１９７８年作品 

日時  ４月 1５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 

４月 ５日 ・ １９日 

５月 ３日 ・ 1７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４月・５月号 No.9６ 

2017 年４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 

日曜祝日おはなし会 

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 

 

 

※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。 

４月 ５月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催：４月１６日（日） 出演：クローバー 

５月２１日（日） 出演：紙ひこうき  

時間：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 

定員：５０名  申込：申込み不要 参加自由  



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

機械学習 グーグルに学ぶディープラーニング 日経ビッグデータ/編 日経BP社 007.1

図書館利用 図書館徹底活用術 寺尾 隆/監修 洋泉社 015

造本 「本をつくる」という仕事 稲泉 連 筑摩書房 022

純粋理性批判 カント哲学の奇妙な歪み 冨田 恭彦 岩波書店 134.2

思考 先入観はウソをつく 武田 邦彦 SBクリエイティブ 141.5

錯視 錯視の科学 北岡 明佳 日刊工業新聞社 145.5

人生訓 「すぐやる人」と「やれない人」の習慣 塚本 亮 明日香出版社 159

歴史 応仁の乱 呉座 勇一 中央公論新社 210.4

歴史 『参勤交代』の不思議と謎 山本 博文/監修 造事務所/編著 実業之日本社 210.5

伝記 チェ・ゲバラ名言集 エルネスト・チェ・ゲバラ/著 原書房 289

伝記 小林カツ代伝 中原 一歩 文藝春秋 289

日本 大直言 百田 尚樹(他) 新潮社 304

政治 日本人として知っておきたい「世界激変」の行方 中西 輝政 PHP研究所 319

相続法 はじめての相続・遺言100問100答 天野 隆・天野 大輔 明日香出版社 324.7

経済犯罪 住友銀行暗黒史 有森 隆 さくら舎 326.2

経済 世界一の会議 齋藤ウィリアム浩幸 講談社 333.6

ＮＰＯ あなたのキャリアのつくり方 浦坂 純子 筑摩書房 335.8

経営管理 AIが同僚 日経トップリーダー/編 日経BP社 336

原価管理 トコトンやさしいコストダウンの本 岡田 貞夫・田中 勇次 日刊工業新聞社 336.8

家族関係 日本の子連れ再婚家庭 新川 てるえ 太郎次郎社エディタス 367.3

離婚 わが子に会えない 西牟田 靖 PHPエディターズ・グループ 367.4

保育 保育で使える!ワクワク手袋シアター amico ナツメ社 376.1

物理学 シュレディンガーの猫 アダム・ハート=デイヴィス 創元社 420.2

量子力学 世界でもっとも美しい量子物理の物語 ロバート・P.クリース 日経BP社 421.3

元素 元素周期表パーフェクトガイド 元素周期表パーフェクトガイド編集チーム 誠文堂新光社 431.1

たんぽぽ タンポポハンドブック 保谷 彰彦 文一総合出版 479.9

ゴリラ ゴリラは戦わない 山極　壽一・小菅 正夫 中央公論新社 489.9

生と死 哀しみを得る 村中 李衣 かもがわ出版 490.1

脳 つじつまを合わせたがる脳 横澤 一彦 岩波書店 491.3

老年医学 食べる力 塩田 芳享 文藝春秋 493.1

花粉症 花粉症・アレルギーを自分で治す70の知恵 水嶋 丈雄/監修 主婦の友社/編 主婦の友社 493.1

肝炎 肝炎のすべてがわかる本 泉 並木/監修 講談社 493.4

認知症 認知症かな?と思ったらすぐ読む本 朝田 隆/監修 技術評論社 493.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年４・５月号



小児科学 乳幼児の便秘 倉信 均・可野 倫子 芽ばえ社 493.9

変形性関節症 変形性関節症 伊藤 宣・石島 旨章 ミネルヴァ書房 494.7

膝・疾患 変形性ひざ関節症 八木 貴史 主婦の友社 494.7

腎臓疾患 腎機能が低下したときにすぐ読む本 塚本 雄介 技術評論社 494.9

ドライアイ 本当は怖いドライアイ 平松 類 時事通信出版局 496.3

ログハウス 小屋入門 地球丸 527

サーバシステム 世界でいちばん簡単なサーバーのe本 金城 俊哉 秀和システム 547.4

船舶工学 トコトンやさしい船舶工学の本 池田 良穂 日刊工業新聞社 550

めっき 図解めっき技術の基礎 星野 重夫・斎藤 囲 ナツメ社 566.7

植物油 椿油のすごい力 佐光 紀子 PHP研究所 576.1

文房具 ときめく文房具図鑑 山崎 真由子/文 今野 光/写真 山と溪谷社 589.7

編物 カンタン!かぎ針編み子供が喜ぶ!キッズバッグ アップルミンツ 594.3

手芸 はじめてでもファスナーつけがちゃんとできるバッグとウエアの本 野木 陽子 日本文芸社 594.7

美容 自分らしく輝くナチュラルコスメのつくり方 奈緒子 雷鳥社 595

料理 こうじ甘酒レシピ作りおき 伏木 暢顕 小学館 596

料理 体の中からきれいになれる保存食と発酵食 主婦の友社/編 主婦の友社 596

料理 お弁当教本 坂田 阿希子 東京書籍 596.4

パン iacoupéのコッペパン イアコッペ グラフィック社 596.6

収納 今日からすっきり!「片づく」暮らし ゆうゆう編集部/編 主婦の友社 597.5

有機農業 農家が教える自然農法 農文協/編 農山漁村文化協会 615

えごま 育てて楽しむエゴマ 栽培・利用加工 服部 圭子 創森社 617.9

病虫害 野菜の病害虫ハンドブック 草間 祐輔 家の光協会 626.1

ハムスター かわいいハムスターとの暮らし方 三輪 恭嗣/監修 ナツメ社 645.7

飲食店 飲食店のためのハラル対策ハンドブック ハラル・ジャパン協会 柴田書店 673.9

鉄道 THE南海電鉄 広岡 友紀 彩流社 686.0

航空輸送 航空から見た戦後昭和史 夫馬 信一 原書房 687.2

美術館 MOA美術館 MOA美術館/監修・著 東京美術 706.9

カメラ デジタル一眼レンズ&構図早わかりQ&A150 河野 鉄平 玄光社 746

フィギュアスケート 日本フィギュアスケートの軌跡 宇都宮 直子 中央公論新社 784.6

焚き火 焚き火の達人 伊澤 直人/監修 地球丸 786

釣り 堤防釣り ケイエス企画 787.1

あやとり 藤田浩子のあやとりでおはなし 藤田 浩子/編著 一声社 798

語源 日本の言葉の由来を愛おしむ 高橋 こうじ 東邦出版 812

夏目漱石 漱石と「學鐙」 小山 慶太/編著 丸善出版 910.2

日本文学 作家と楽しむ古典 池澤 夏樹・伊藤 比呂美 河出書房新社 910.2

ノンフィクション それでも、産みたい 小林 裕美子 新潮社 916

ノンフィクション 顔ニモマケズ 水野 敬也 文響社 916

ノンフィクション 13歳、「私」をなくした私 山本 潤 朝日新聞出版 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 旅だから出逢えた言葉 伊集院 静 小学館 B 915.6

文庫 犬とペンギンと私 小川 糸 幻冬舎 B Eオガ

文庫 代償 伊岡 瞬 KADOKAWA B F イオ

文庫 血のない殺人　上・下 フェイ・ケラーマン ハーパーコリンズ・ジャパン B 933

文庫 シャーロック・ホームズ殺人事件　上・下 グレアム・ムーア 早川書房 B 933

エッセイ 孤独という名の生き方 家田 荘子 さくら舎 Eイエ

エッセイ 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館 Eサト

エッセイ 知れば知るほど 藤原 正彦 新潮社 Eフジ

エッセイ 野良猫を尊敬した日 穂村 弘 講談社 Eホム

エッセイ さっぱりと欲ばらず 吉沢 久子 中央公論新社 Eヨシ

小説 招待状 赤川 次郎 光文社 Fアカ

小説 サイレンス 秋吉 理香子 文藝春秋 Fアキ

小説 万葉恋づくし 梓澤 要 新潮社 Fアズ

小説 向こうがわの蜂 池永 陽 PHP研究所 Fイケ

小説 東京クルージング 伊集院 静 KADOKAWA Fイジ

小説 新天地 江波戸 哲夫 講談社 Fエバ

小説 不時着する流星たち 小川 洋子 KADOKAWA Fオガ

小説 島津の陣風(かぜ) 片山 洋一 朝日新聞出版 Fカタ

小説 テロリストの処方 久坂部 羊 集英社 Fクサ

小説 白い衝動 呉 勝浩 講談社 Fゴ

小説 ぼくのとなりにきみ 小嶋 陽太郎 ポプラ社 Fコジ

小説 あの頃トン子と 城 明 講談社 Fジヨ

小説 計画結婚 白河 三兎 徳間書店 Fシラ

小説 ダブルマリッジ 橘 玲 文藝春秋 Fタチ

小説 翼がなくても 中山 七里 双葉社 Fナカ

小説 ゼロ・アワー 中山 可穂 朝日新聞出版 Fナカ

小説 本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 小学館 Fナツ

小説 サロメ 原田 マハ 文藝春秋 Fハラ

小説 コンビニ人間 村田 沙耶香 文藝春秋 Fムラ

小説 解決人 両角 長彦 光文社 Fモロ

小説 しんせかい 山下 澄人 新潮社 Fヤマ

外国文学 ミドル・テンプルの殺人 J.S.フレッチャー 論創社 933

外国文学 存在感のある人 アーサー・ミラー 早川書房 933

外国文学 深い穴に落ちてしまった イバン・レピラ 東京創元社 963

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

名言 101人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社/編 河出書房新社 159

伝記 井伊直政 加来 耕三/企画・構成・監修 ポプラ社 289

労働 働くってどんなこと?人はなぜ仕事をするの? ギヨーム・ル・ブラン 岩崎書店 366

災害予防 びちくでごはん 粕谷 亮美 /文・岡本 正子/監修 子どもの未来社 369

妖怪 こわくてふしぎな妖怪の話 ながた みかこ 池田書店 388

火山 火山列島・日本で生きぬくための30章 夏 緑 童心社 453

食品化学 おもしろい!料理の科学 平松 サリー 講談社 498

料理 包丁を使わないで作るごはん 寺西 恵里子 日東書院本社 596

農産製造 すがたをかえるたべものしゃしんえほん　15 宮崎 祥子/構成 岩崎書店 619

オリンピック オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田 久/監修 学研プラス 780

おはなし SNS炎上 NHK「オトナヘノベル」制作班/編 金の星社 913

おはなし 狐霊の檻 廣嶋 玲子 小峰書店 913

おはなし にげたエビフライ 村上 しいこ 講談社 913

おはなし ネコの家庭教師 南部 和也 福音館書店 913

おはなし 初恋ゆうれいアート 斉藤 洋 あかね書房 913

おはなし ひいな いとう みく 小学館 913

おはなし アーチー・グリーンと錬金術師の呪い D.D.エヴェレスト あすなろ書房 933

おはなし 世界が若かったころ ジャック・ロンドン 理論社 933

おはなし バクのバンバン、船にのる ポリー・フェイバー 徳間書店 933

おはなし ベストフレンズベーカリー　4 リンダ・チャップマン 学研プラス 933

えほん あからん 西村 繁男 福音館書店

えほん いすにすわってたべなさい。 平田 昌広 国土社

えほん 1こ2ほん3びき さこむら ひろこ 文溪堂

えほん えらいこっちゃのようちえん かさい まり アリス館

えほん おむかえパパ ナディーヌ・ブランコム 主婦の友社

えほん かぞくになって! ヒラリー・ロビンソン 絵本塾出版

えほん きょうはたんじょうび 中川 ひろたか 童心社

えほん ジャッキーのしあわせ あいはら ひろゆき ブロンズ新社

えほん たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやま ただし 鈴木出版

えほん ともだちのひっこし 宮野 聡子 PHP研究所

えほん とらさんおねがいおきないで ブリッタ・テッケントラップ ひさかたチャイルド

えほん なかないで、アーサー エマ・チチェスター・クラーク 徳間書店

えほん 走れ!!機関車 ブライアン・フロッカ 偕成社

えほん ぼくはスーパーヒーロー メラニー・ウォルシュ 岩崎書店

えほん 夢金 立川 談春 あかね書房

児童書


