
２０１７年６月・７月号 Ｎｏ.９７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 梅雨の季節となりました。雨の音を聞きながらの読書も素敵ですね。 

その一方、ジメジメとした暑さもやってきます。 

より一層の体調管理が必要ですね。図書館内での飲食は出来ませんが、 

中央図書館１階エントランスには、カフェコーナーがございます。 

どうぞご利用ください。 

図書館からのお知らせ

蔵書点検を行います 
 

 梅雨の時期をすぎるともう夏真っ盛りですね。 

どうぞ体調を崩さないようにお過ごしください。 

 

昨年から始まった「すくすくタイム」（毎月第 1・第 3水曜日 午前 10時～12時まで、 

中央図書館のみ）は、赤ちゃんや小さい子どもさんの声を気にせず、図書館で気軽に過ごし

ていただきたいと始まった企画です。同じ曜日にはボランティアによる「おはなし会」もご

ざいます。ぜひ図書館にお越しください。 

 

館長だより 

 

休館中の図書の返却は、返却ポストをご利用ください。ビデオやＤＶＤ、

ＣＤ、カセットテープはこわれやすいので返却ポストには入れないように

お願いいたします。 
 

   

期間 6 月2１日（水）から6 月30 日（金） 

蔵書点検のため、泉佐野市立図書館全館休館いたします 

 



びっくり！面白い！！ 

「夏休み科学実験教室」 

 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」 
 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。手作りの人形が創り出

す世界をぜひご覧ください。 

「読書感想文を応援します！」 

書きたいけれど、どう書いたらいいか

わからない！ 

みんなを悩ませる読書感想文をちょ

っとだけお手伝いします。 

「平和」について考えよう 

「夏休み映画会」 

「戦争」についてのアニメドキュメント

を上映いたします。 

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 6３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！ 

貸出・予約ともに 7月 1日からの受付

です。 

 

今年もあります 

「課題図書の貸出」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

『一番好きだった絵本』を教えてください 

幼い頃読んでもらったり、読んできた絵本。 

その中でも、一番好きな『絵本』を思い出を添えて紹介してみませんか？ 

募集：7 月1 日（土）から8 月13 日（日） 

中央図書館、佐野公民館図書室、長南公民館図書室の 3館で、7/30（日）まで用紙を配布しています。 

 

対象：高校生以上  1人１枚（１冊まで） 

   ９月に、中央図書館でのみ展示いたします。 

 

注）ご記入いただいたものは、内容を印刷物などに利用させていただくことがあります。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー セーラー出版 低学年向け 

れいぞうこのなつやすみ 村上 しいこ PHP 研究所 低学年向け 

らくごで笑学校 斉藤 洋 偕成社 中学年向け 

ぼくときどきぶた 矢玉 四郎 岩崎書店 中学年向け 

ちょっとまぬけなわらい話 たかしま 風太 PHP 研究所 高学年向け 

おでんおんせんにいく            中川 ひろたか さく 

おでんの家族が温泉ランドに行くことになりました。“おでんしゃ”に乗って出発

です。温泉ランドには不思議な温泉がたくさんあります。 

『おしるこの湯』『クリームシチューの湯』『寄せなべの湯』、他にはどんなお湯

があるかな？                     （小学校低学年向け） 

お天気がよくない時だからこそ、思わず“くすっと”笑ってしまう本を読んでみよ

う！ジメジメ気分をふきとばせ！ 

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。 

「JALの現場力」  

金子 寛人 著  日経BP社  687.0 

 2010 年の経営破綻から、過去最高の営業利益を挙げるまでに復活を遂げた

ＪＡＬ。失った信頼を取り戻すために、どの様な再生の道筋を辿っていったのか。

ＪＡＬ社員たちの奮戦ぶりに迫ります。 

 植木義晴社長、稲盛和夫名誉顧問のインタビューも収録。 

「図書室のピーナッツ」 

                  竹内 真 著  双葉社  F/タケ 

直原高校の図書室で働く詩織は、資格を持っていない“なんちゃって司書”。

サンタクロースはいるの？伝説の酒飲み小原庄助ってどんな人？などなど、難

問珍問の数々が生徒たちから持ち込まれます。はたして詩織は、2 年目の契約

更新を無事に乗り越えられるのか？ 

「だれかな?だれかな?」       

とよた かずひこ 著  アリス館  絵本 

  はこのなかにいるのはだれかな？おててがみえるね。そうだねこさんだ！ 

「ねこさーん！」と呼ぶと、「はーい！」とお返事をくれました。 

  ページをめくるたびに、やりとりが楽しくなる本です。 

  みんなで一緒に、たくさん話しかけてください。 

 

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 

「ヒックとドラゴン」     98 分  

日時 6 月 10 日（土）    午後 2 時から 

「日本昔ばなし 耳なし芳一 ほか」 67 分 

日時 7 月 8 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 

「魍魎の匣」                  133 分 

堤真一 主演  原田眞人 監督 2007 年作品 

日時  6 月 17 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 7 日 ※２１日は蔵書点検のため休止 

7 月 5 日 ・19 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 6 月・7 月号 No.97 

2017 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 

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。 

６月 ７月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催：6 月 18 日（日）   出演：紙ひこうき  

7 月 17 日（月・祝） 出演：クローバー  

時間：午後２時から午後３時まで 

会場：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 

 申込み不要・会場の都合により 50 名まで 

 

日曜祝日おはなし会 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 AIまるわかり 古明地 正俊・長谷 佳明 日本経済新聞出版社 007.1

情報産業 成功するシステム開発は裁判に学べ! 細川 義洋 技術評論社 007.3

コンピュータ Photoshop逆引きデザイン事典 上原 ゼンジ・加藤 才智 翔泳社 007.6

コンピュータ 1分でも早く帰りたい人のためのパソコン仕事術の教科書 中山 真敬 技術評論社 007.6

心霊研究 「感謝」で思考は現実になる パム・グラウト サンマーク出版 147

人生訓 わたしの心が晴れる 鈴木 秀子 七つ森書館 159

人生訓 考え方 稲盛 和夫 大和書房 159

人生訓(女性) どんな時でも人は笑顔になれる 渡辺 和子 PHP研究所 159.6

神社 氏神さまと鎮守さま 新谷 尚紀 講談社 175

禅宗 金閣寺・銀閣寺の住職が教える人生は引き算で豊かになる 有馬 頼底 文響社 188.8

伝記 父と私 田中 眞紀子 日刊工業新聞社 289/ﾀﾅ

契約 印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本 齋藤 健一郎 自由国民社 324.5

企業 なぜ日本企業は勝てなくなったのか 太田 肇 新潮社 335.2

経営管理 ROE経営と見えない価値 柳 良平/編著・兵庫 真一郎/著/他 中央経済社 336

肩書 出世と肩書 藤澤 志穂子 新潮社 336.4

文書 効率よく作れて、パッと伝わる一番シンプルな資料作成術 奥秋 和歌子/監修 永岡書店 336.5

財務管理 最新コーポレートファイナンスの基本と実践がよ〜くわかる本 松田 千恵子 秀和システム 336.8

会計 財務会計講義 桜井 久勝 中央経済社 336.9

社会 超一極集中社会アメリカの暴走 小林 由美 新潮社 361.8

親子関係 子供にしがみつく心理 加藤 諦三 毎日新聞出版 367.3

高齢者 超老人の壁 養老 孟司・著南 伸坊 毎日新聞出版 367.7

孤独死 孤独死大国 菅野 久美子 双葉社 368

介護福祉 がんばらない介護 橋中 今日子 ダイヤモンド社 369

高齢者福祉 家族に介護が必要な人がいます 西岡 修/著・吉野 槇一/監修 朝日新聞出版 369.2

自然災害 大避難 何が生死を分けるのか 島川 英介 NHK出版 369.3

東日本大震災 南三陸発!志津川小学校避難所 志津川小学校避難所自治会記録保存保存プロジェクト実行委員会/編 明石書店 369.3

保育 遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形 いしばし なおこ 世界文化社 376.1

礼儀作法 運のいい人のマナー 西出 ひろ子 清流出版 385.9

怪異 怪異を語る 京極 夏彦/他 三元社 388.0

確率論 確率がわかる 小泉 力一 技術評論社 417.1

動物 動物[モグ]図鑑 松原 卓二/写真・文 小学館 480

病気 「薬のやめ方」事典 浜 六郎 三五館 492

血栓症 図解エコノミークラス症候群の原因と予防ストレッチ 原 幸夫/監修 日東書院本社 493.2

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年６・７月号



認知症 認知症の人がズボラに食習慣を変えただけでみるみる回復する! 板倉 弘重 青萠堂 493.7

感染症 怖くて眠れなくなる感染症 岡田 晴恵 PHPエディターズ・グループ 493.8

癌 がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事 神尾 哲男 幻冬舎 494.5

脊椎 変形性脊椎症 播广谷 勝三 ミネルヴァ書房 494.6

老視 老眼&白内障完全ガイド 朝日新聞出版 496.4

顎関節症 顎関節症は自分で治せる! 齋藤 道雄 主婦の友社 497.3

医療 病院は東京から破綻する 上 昌広 朝日新聞出版 498.0

睡眠 スタンフォード式最高の睡眠 西野 精治 サンマーク出版 498.3

健康法 <図解>毛細血管が寿命をのばす 根来 秀行 青春出版社 498.3

長寿法 長生きの統計学 川田 浩志 文響社 498.3

栄養 その調理、9割の栄養捨ててます! 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部/監修 世界文化社 498.5

法医学 死体格差 西尾 元 双葉社 498.9

工業 日本のものづくりを救う!最強の「すり合わせ技術」 津曲 公二/他 日刊工業新聞社 509.2

生産管理 常識を打破する改善リーダー育成108の秘訣 近江 堅一/他 日刊工業新聞社 509.6

航空機 ツウになる!旅客機の教本 秋本 俊二・チャーリィ古庄 秀和システム 538.6

ホームページ WordPressのツボとコツがゼッタイにわかる本 中田 亨 秀和システム 547.4

高分子材料 トコトンやさしい高分子の本 扇澤 敏明/他 日刊工業新聞社 578

木工 自分で作る!ガーデン収納&物置 学研プラス 592.7

洋裁 シルエットのきれいなワンピース ブティック社 593.3

料理 少しのことでラクになるごはんづくり帖 ワタナベ マキ 大和書房 596

料理 わたしの好きなお酢・レモンの料理 ワタナベ マキ 家の光協会 596

料理 得するごはん 得する人損する人/編 マガジンハウス 596

料理 はじめてでもおいしく作れる魚料理 笠原 将弘 家の光協会 596.3

パン キッシュトーストとオープンサンド みなくち なほこ 日東書院本社 596.6

育児 きょうだいの育て方 小崎 恭弘 洋泉社 599

農家経済 知らなきゃ損する農家の相続税 藤崎 幸子/著・高久 悟/増補・校訂 農山漁村文化協会 611.8

家庭菜園 はじめての野菜づくり 福田 俊/監修・朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版 626.9

鉢植 ハンギングバスケット&コンテナ 日本ハンギングバスケット協会/監修 主婦の友社 627.8

商業通信 仕事が速い人はどんなメールを書いているのか 平野 友朗 文響社 670.9

商業政策 地域商業の底力を探る 矢作 敏行/他編 白桃書房 671

電通 電通の深層 大下 英治 イースト・プレス 674.4

スマートフォン Xamarinエキスパート養成読本 養成読本編集部 技術評論社 694.6

禅宗美術 画題でみる禅画入門 浅井 京子 淡交社 702.0

芸術 この一冊で芸術通になる大人の教養力 樋口 裕一 青春出版社 707.9

美術 葛飾北斎の本懐 永田 生慈 KADOKAWA 721.8

自伝 それゆけ!長谷川義史くん 長谷川 義史 小学館 726.5

色彩 日本の色のルーツを探して 城 一夫 パイインターナショナル 757.3

野球 永遠(とわ)のPL学園 柳川 悠二 小学館 783.7

水泳 大人の水泳 角皆 優人 メイツ出版 785.2

日本語 バカに見られないための日本語トレーニング 樋口 裕一 草思社 810.7



翻訳文学 村上春樹翻訳<ほとんど>全仕事 村上 春樹 中央公論新社 910.2

暮らし 角野栄子の毎日いろいろ 角野 栄子 KADOKAWA 910.2

俳句 俳句のルール 井上 泰至 笠間書院 911.3

ヨーロッパ-紀行 旅人よ どの街で死ぬか。 伊集院 静 集英社 915.6

ノンフィクション 死にゆく人のかたわらで 三砂 ちづる 幻冬舎 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 灰色の密命　上・下 ロバート・ゴダード 講談社 B 933

文庫 夜の署長 安東 能明 文藝春秋 B F/ｱﾝ

文庫 明日なき身 岡田 睦 講談社 B F/ｵｶ

文庫 天下流の友 鈴木 英治 双葉社 B F/ｽｽﾞ

文庫 キルワーカー 鈴峯 紅也 中央公論新社 B F/ｽｽﾞ

エッセイ 愛さずにいられない 北村 薫 新潮社 E/ｷﾀ

エッセイ ガン入院オロオロ日記 東海林 さだお 文藝春秋 E/ｼﾖ

エッセイ コーちゃんと真夜中のブランデー 高峰 秀子 河出書房新社 E/ﾀｶ

エッセイ 時の名残り 津村 節子 新潮社 E/ﾂﾑ

小説 機長、事件です! 秋吉 理香子 KADOKAWA F/ｱｷ

小説 楽譜と旅する男 芦辺 拓 光文社 F/ｱｼ

小説 城をひとつ 伊東 潤 新潮社 F/ｲﾄ

小説 芦田川 今井 絵美子 KADOKAWA F/ｲﾏ

小説 R.S.ヴィラセニョール 乙川 優三郎 新潮社 F/ｵﾄ

小説 錆びた太陽 恩田 陸 朝日新聞出版 F/ｵﾝ

小説 鮪立の海 熊谷 達也 文藝春秋 F/ｸﾏ

小説 果鋭 黒川 博行 幻冬舎 F/ｸﾛ

小説 水燃えて火 神津 カンナ 中央公論新社 F/ｺｳ

小説 夜姫 新堂 冬樹 幻冬舎 F/ｼﾝ

小説 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社 F/ｽﾐ

小説 水壁 高橋 克彦 PHP研究所 F/ﾀｶ

小説 さすらいの皇帝ペンギン 高橋 三千綱 集英社 F/ﾀｶ

小説 しあわせな死の桜 竹本 健治 講談社 F/ﾀｹ

小説 優しい水 日明 恩 徳間書店 F/ﾀﾁ

小説 今日のハチミツ、あしたの私 寺地 はるな 角川春樹事務所 F/ﾃﾗ

小説 犬の報酬 堂場 瞬一 中央公論新社 F/ﾄﾞｳ

小説 秋山善吉工務店 中山 七里 光文社 F/ﾅｶ

小説 小説日本博物館事始め 西山 ガラシャ 日本経済新聞出版社 F/ﾆｼ

小説 我らがパラダイス 林 真理子 毎日新聞出版 F/ﾊﾔ

小説 素敵な日本人 東野 圭吾 光文社 F/ﾋｶﾞ

小説 青い服の女 平岩 弓枝 文藝春秋 F/ﾋﾗ

小説 みすゞと雅輔 松本 侑子 新潮社 F/ﾏﾂ

小説 出会いなおし 森 絵都 文藝春秋 F/ﾓﾘ

外国文学 カンヴァスの向こう側　続 フィン・セッテホルム 評論社 949.8

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 おしえてアドラー先生! 八巻 秀/監修 世界文化社 140

でんき ニュートリノの謎を解いた梶田隆章物語 山本 省三 PHP研究所 289

でんき ナビラとマララ 宮田 律 講談社 289

しごと ミラクルかがやけ☆まんが!お仕事ガール ドリームワーク調査会/編著 西東社 366

べんきょう 中学一冊目の参考書 船登 惟希 KADOKAWA 375

たべもの 世界食べものマップ ジュリア・マレルバ/他 河出書房新社 383

からだ からだの免疫キャラクター図鑑 岡田 晴恵/監修 日本図書センター 491

ぶんがく 13歳からの夏目漱石 小森 陽一 かもがわ出版 910

はいく 芭蕉さん 松尾 芭蕉/俳句 講談社 911

おはなし 大林くんへの手紙 せいの あつこ PHP研究所 913

おはなし オバケとキツネの術くらべ 富安 陽子 ひさかたチャイルド 913

おはなし キャプテン ちば　あきお/原作　山田　明/小説 学研プラス 913

おはなし こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 講談社 913

おはなし 5分後に思わず涙。 桃戸 ハル/編著 学研プラス 913

おはなし どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう トビイ ルツ PHP研究所 913

おはなし メリーメリーおとまりにでかける ジョーン・G.ロビンソン 岩波書店 933

おはなし 犬とおばあさんのちえくらべ アニー・M.G.シュミット 徳間書店 949

おはなし 100時間の夜 アンナ・ウォルツ フレーベル館 949

おはなし 3つ数えて走りだせ エリック・ペッサン あすなろ書房 953

おはなし 学校の都市伝説は知っている 藤本 ひとみ/原作・住滝 良/文 講談社 BJ 913

おはなし SINGシング 澁谷 正子 小学館 BJ 933

えほん あわてんぼうウサギ 中川 素子/再話 小学館

えほん いろはにほほほ かどの えいこ アリエスブックス

えほん うんどうかいがなんだ! きむら ゆういち 新日本出版社

えほん おうちのものなあに はた こうしろう ポプラ社

えほん きたきつねとしろふくろうたすけあう 手島 圭三郎 絵本塾出版

えほん 恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルス 黒川 みつひろ 小峰書店

えほん したじきくんとなかまたち 二宮 由紀子 アリス館

えほん とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子/他 あすなろ書房

えほん ドンドン さくら せかい PHP研究所

えほん ぼくのおじいちゃん カタリーナ・ソブラル KTC中央出版

えほん ぼくとばく 鈴木 のりたけ 小学館

えほん みてみておかあさん LEE 白泉社

えほん やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや みわ 白泉社

えほん ゆうかんな3びきとこわいこわいかいぶつ スティーブ・アントニー 徳間書店

児童書


