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佐野公民館図書室 

・「宇宙・天文」 

 

＊展示されている本の詳しい情報は、館内の

検索機でもご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 虫の音も涼やかな季節になりました。みなさんにとってこの秋は「趣味の秋」でしょ

うか、「食欲の秋」でしょうか、「運動の秋」でしょうか。 

図書館にとっては「読書週間（２０１７年１０月２７日～１１月９日）」の季節です。 

 「ボランティア入門講座（１０月４日～１０月２５日：全４回）」、「子どもと本をたの

しむ講演会（１１月５日）」など本に関する講座や各館での資料展示も随時開催予定です。

どうぞお近くの図書館に足をお運びください。 

 

館長だより 

読書週間が始まります。 
１０月２７日～１１月９日は読書週間です。今年の標語は、「本に恋する季節です！」。 

図書館では、今年も様々な企画や展示を行っています。 

この機会に、『読書の秋』を満喫しませんか？ 

 

レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

・入口展示 「芸術の秋」 

 

長南公民館図書室 

・「ぶっく・Book・ブック」 

 

「製本教室」 

日時：平成 29年 11月 19日（日） 

午後 1時 30分～4時まで 

定員：12名（申込先着順） 

材料費として 500円必要です 

受付：11月１日（水）午前９時 30分より、 

中央図書館にて電話のみで受付 

 

午前９時 30分から電話のみで受付 

各館での展示テーマ 

「子どもと本をたのしむ」講演会 

日時：平成 29年 11月 5日（日） 

午後 1時 30分～3時 30分まで 

定員：50名（申込先着順） 

受付：10月３日（火）午前９時 30分より、 

   中央図書館にて電話又はカウンターで受付 

「おはなし会の玉手箱」 

日時：平成 29年 11月 23日（木） 

午後 2時～4時 30分まで 

どなたもご自由に見ていただけます 

レイクアルスタープラザ･カワサキ 

中央図書館のイベント 



このような質問をいただくことがあります。たくさんの方に利用されている本

ばかりですので、大切に修理をして、再び本棚に並べています。 

 図書館でどのような道具で修理をしているのか、いくつかご紹介します。 

 

もし、壊れてしまったら… 

 ページが外れてしまった、ページが破れてしまったという場合は、そのままの状態で図書館のカ

ウンターにお申し出ください。できる限り、図書館で修理いたします。 

セロハンテープで修理したいのですが… 

 破れたページを貼り合せてから返したいという声をお聞きしますが、本の修理は図書館におまか

せください！一般的に使用されるセロハンテープは、粘着部分の劣化が早く、変色してシミになっ

てしまうことがあるため本の修理には向きません。図書館では専用のテープで修理しています。 

修理できないものは、ありますか？ 

 原形が分からないほどに破損したものや、ページが紛失したもの、水に濡れてしわしわになって

膨張したもの、食べこぼしなどでシミになったものは、残念ながら図書館では修理することができ

ません。 

 図書館の資料は市民の皆様の大切な財産です。お取り扱いにはご注意下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図書館Ｑ＆Ａ 

 

接着剤付透明コートフィルム 
     （ブッカー・フィルムコートなど） 

図書館の本を包んでいる透明のシート

で、シール状になっています。気泡が入ら

ないように、綺麗に貼るのが難しいです。

丈夫で水に強く、少しの汚れなら簡単に落

とすことができます。劣化しにくいので、

細く切って補修にも使います。 

大型の文具用品店で販売されているの

で、個人でも購入できます。 

補修テープ（ページヘルパーなど） 

薄くて劣化に強い、少し特殊なテープ

です。セロハンテープのように、劣化し

て剥がれてしまうことがありません。そ

のため、破れたページの張り合わせや、

外れそうな箇所の補強に使用されます。

和紙状になっているものや、メンディン

グテープのように透けるものなどが 

あります。 

ビニール糊 

乾くとビニールのような質感になる

糊です。ある程度の伸縮性があるので、

カチカチに固まってしまうと開きにく

くなってしまう背表紙などを修理する

のに使用されます。外れたページを貼り

付ける時にも使われます。 

？ 

 よくある質問 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

オルガの世界一周 ローレンス・ブルギニョン 平凡社 低学年向け 

シモンのアメリカ旅行 バーバラ・マクリントック あすなろ書房 低学年向け 

さんにん 400 キロ冒険の旅 笠原 靖 学研 中学年向け 

だじゃれ日本一周 長谷川 義史 理論社 中学年向け 

ジャカスカ号で大西洋へ 山下 明生  理論社 高学年向け 

七福神の大阪ツアー    くまざわ あかね 著  ひさかたチャイルド      

大阪へ１泊２日の旅行に出かけた７人の神様「七福神」。この７人の神様たちそれ

ぞれがとっても個性的！みんな好き勝手にして、しっちゃかめっちゃかに！ボケあ

り、ツッコミあり、読んでいると思わず大阪弁になってしまうお話です。 

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。 

「その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた」  

松橋 利光 著  大和書房  481.7 

 近所の公園、河原、家の庭などにいろんな生きものはいるけれど、いざ探すと

なると、どうやって見つけたらいいかわからない！今まで１度も生きものを見つ

けることができなかった人も、これできっと見つかるはず！子どもの頃は見つけ

るのが得意だった人も、今まで色々見つけてきた人にもおすすめです。 

「白村江
はくすきのえ

の戦い   天智天皇の野望」 

               三田 誠広 著  河出書房新社  Fミタ 

天智２年８月（６６３年）に、朝鮮半島の白村江（錦江の河口）で行われた

唐との海上戦を、史実を参考にして小説化。最初から大敗するとわかっていた

戦を中大兄（天智天皇）はなぜ起こしたのか？中大兄の人物像、脇を固める登

場人物にも注目して楽しめる歴史小説です。 

「ぱんつさいこう！」       

ジャレッド・チャップマン さく  ほるぷ出版  絵本 

  いろいろな野菜がぱんつをはいています。ぴったりぱんつにおしゃれなぱん

つ。でっかいぱんつに、ちっちゃいぱんつ。みんな自分のぱんつをみせてくれ

るけど、じゃあ赤ちゃんのぱんつは？ユーモラスな野菜とぱんつがかわいい絵

本です。 

 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 



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 

       

日時 10 月 14 日（土）    午後 2 時から 

 

 

日時 11 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 

「時をかける少女」     104 分 

原田 知世主演  大林 宣彦監督 

1983 年作品 

日時 10 月 21 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 

10 月 4 日 ・1８日 

11 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 10 月・11 月号 No.9９ 

2017 年 10 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 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 

※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。 

１０月 １１月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催： 10 月 15 日（日） 出演：紙ひこうき 

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 

「怪盗グルーの月泥棒」 

 

  

95 分 

「フランダースの犬」         

21 分 

90 分 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報管理 齋藤孝の知の整理力 齋藤 孝 かんき出版 002.7

人工知能 AIが神になる日 松本 徹三 SBクリエイティブ 007.1

人工知能 人工超知能 井上 智洋 秀和システム 007.1

児童図書 昭和こども図書館 初見 健一 大空出版 019.5

結婚 そうだ、結婚しよう。 下田 美咲 毎日新聞出版 152.2

人生訓 もうちょっと「雑」に生きてみないか 和田 秀樹 新講社 159

人生訓 子や孫にしばられない生き方 河村 都 産業編集センター 159.6

人生訓 古希に乾杯!ヨレヨレ人生も、また楽し 弘兼 憲史 海竜社 159.7

歴史 海賊がつくった日本史 山田 順子 実業之日本社 210.1

歴史 絵図でよむ荘園の立地と環境 額田 雅裕 古今書院 210.4

歴史 龍馬を守った新撰組 加治 将一 水王舎 210.5

歴史 西南戦争と自由民権 小川原 正道 慶應義塾大学出版会 210.6

歴史 戦争と平和 百田 尚樹 新潮社 210.7

姓氏 名字でわかるあなたのルーツ 森岡 浩 小学館 288.1

伝記 父「永六輔」を看取る 永 千絵 宝島社 289.1エイ

伝記 信じる覚悟 鈴木 博毅 KADOKAWA 289.1サイ

伝記 85歳のチアリーダー 滝野 文恵 扶桑社 289.1タキ

地名 地名の謎を解く 伊東 ひとみ 新潮社 291.0

テロリズム ボコ・ハラム 白戸 圭一 新潮社 316.4

警視庁 警視庁生きものがかり 福原 秀一郎 講談社 317.7

経済 世界<経済>全史 宮崎 正勝 日本実業出版社 332

問題解決 シンプルに結果を出す人の5W1H思考 渡邉 光太郎 すばる舎 336.2

マンション 買って得する都心の1LDK 櫻井 幸雄 毎日新聞出版 365.3

労働時間 「働き方改革」まるわかり 北岡 大介 日本経済新聞出版社 366.3

中高年齢者 定年後の暮らしの処方箋 西 和彦 幻冬舎 367.7

家庭教育 世界標準の子育て 船津 徹 ダイヤモンド社 379.9

家庭教育 考える力の育て方 飛田 基 ダイヤモンド社 379.9

アフリカ アフリカ文化探検 田中 二郎 京都大学学術出版会 382.4

食生活 歴メシ! 遠藤 雅司 柏書房 383.8

科学教育 理科好きの子どもを育てる本 宇治 美知子 出版芸術社 407

幾何学 曲がった空間の幾何学 宮岡 礼子 講談社 414.8

星座 星座の図鑑 沼澤 茂美・脇屋 奈々代 誠文堂新光社 443.8

地殻変動 海に沈んだ大陸の謎 佐野 貴司 講談社 455.8

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年10・11月号



遺伝子工学 ゲノム編集を問う 石井 哲也 岩波書店 467.2

種子 実とタネキャラクター図鑑 多田 多恵子 誠文堂新光社 471.1

生と死 三途の川の七不思議 志賀 貢 三五館 490.1

腸 下がらないカラダ 小野 咲 サンマーク出版 493.4

パーソナリティ障害 パーソナリティ障害 講談社 493.7

癌 最強最高のがん知識 中川 恵一 海竜社 494.5

料理 希望のごはん クリコ 日経BP社 498.5

水道管 トコトンやさしい水道管の本 高堂 彰二 日刊工業新聞社 518.1

リフォーム セルフリノベーションの教科書 坂田 夏水 誠文堂新光社 527

手芸 赤ちゃんのためのかわいい小もの 奥山 千晴 学研プラス 594

美容 美人3分 山田 万希子 三恵社 595.5

料理 毎日のホーローレシピ 真藤 舞衣子 講談社 596

料理 浜内千波調理の新常識 浜内 千波 主婦と生活社 596

料理 いのち愛しむ、人生キッチン 桧山 タミ 文藝春秋 596.0

料理 日々の野菜帖 高橋 良枝 朝日新聞出版 599.3

料理 笑顔こぼれるデコ和菓子 鳥居 満智栄 淡交社 596.6

花卉装飾 花の壁飾りスワッグの作り方 誠文堂新光社/編 誠文堂新光社 627.9

庭木 散歩が楽しくなる樹の手帳 岩谷 美苗 東京書籍 629.7

樹木 森の巨人たち 草川 啓三 ナカニシヤ出版 653.2

接客 書いて伝える接客英語 広瀬 直子 KADOKAWA 673.3

鉄道 大阪鉄道大百科 KADOKAWA 686.2

空港 新・世界の空港 パイインターナショナル 687.9

デッサン デッサン「パーフェクトレッスン」 メイツ出版 725

水泳 速くなる!バタフライ 村上 二美也 ナツメ社 785.2

釣り 怪魚大全 小塚 拓矢 扶桑社 787.1

忍者 忍者はすごかった 山田 雄司 幻冬舎 789.8

言語社会学 街の公共サインを点検する 本田 弘之・岩田 一成 大修館書店 801.0

日本語 失敗しない大人の無敵の語彙大全 山口 謠司 PHP研究所 814

英語 外国人観光客の「Excuse me?」に応える英会話 カン・アンドリュー・ハシモト 池田書店 837.8

児童文学 物語のティータイム 北野 佐久子 岩波書店 909

文学 島尾敏雄・ミホ 河出書房新社 910.2

文学 芸能人と文学賞 川口 則弘 ベストセラーズ 910.2

俳句 1ランクアップのための俳句特訓塾 ひらの こぼ 草思社 911.3

紀行 悩むなら、旅に出よ。 伊集院 静 小学館 915.6

紀行 ルーアンの丘 遠藤 周作 PHP研究所 915.6

ノンフィクション 不死身のひと 村串 栄一 講談社 916

名言 すぐれたリーダーに学ぶ言葉の力 齋藤 孝 日本経済新聞出版社 B 159.8

地理 大阪の秘密 博学こだわり倶楽部/編 河出書房新社 B 291.6

人体 「からだの不思議」雑学事典 知的雑学倶楽部 三笠書房 B 491.3



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 暗い暗い森の中で ルース・ウェア 早川書房 B 933

文庫 ウサギの天使が呼んでいる 青柳 碧人 東京創元社 B Fアオ

文庫 にらみ 佐伯 泰英 新潮社 B Fサエ

文庫 漱石先生がやって来た 半藤 一利 筑摩書房 B Fハン

文庫 半妖の子 廣嶋 玲子 東京創元社 B Fヒロ

エッセイ 竜宮城と七夕さま 浅田 次郎 小学館 Eアサ

エッセイ わがクラシック・スターたち 小林 信彦 文藝春秋 Eコバ

エッセイ 母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ 河出書房新社 Eヤマ

小説 ハッチとマーロウ 青山 七恵 小学館 Fアオ

小説 7番街の殺人 赤川 次郎 新潮社 Fアカ

小説 家電兄弟 阿部 牧郎 PHP研究所 Fアベ

小説 悪左府の女 伊東 潤 文藝春秋 Fイト

小説 クジャクを愛した容疑者 大倉 崇裕 講談社 Fオオ

小説 花しぐれ 梶 よう子 集英社 Fカジ

小説 カストロの尻 金井 美恵子 新潮社 Fカナ

小説 あなたが子供だった頃、わたしはもう大人だった 川崎 徹 河出書房新社 Fカワ

小説 球道恋々 木内 昇 新潮社 Fキウ

小説 フェイスレス 黒井 卓司 KADOKAWA Fクロ

小説 じごくゆきっ 桜庭 一樹 集英社 Fサク

小説 わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生 幻冬舎 Fシマ

小説 風とにわか雨と花 小路 幸也 キノブックス Fシヨ

小説 潮騒はるか 葉室 麟 幻冬舎 Fハム

小説 アノニム 原田 マハ KADOKAWA Fハラ

小説 探偵さえいなければ 東川 篤哉 光文社 Fヒガ

小説 いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ 講談社 Fフジ

小説 新任刑事 古野 まほろ 新潮社 Fフル

小説 ホサナ 町田 康 講談社 Fマチ

小説 満月の泥枕 道尾 秀介 毎日新聞出版 Fミチ

小説 エーゲ海に強がりな月が 楊 逸 潮出版社 Fヤン

小説 ピエロがいる街 横関 大 講談社 Fヨコ

小説 遠くの街に犬の吠える 吉田 篤弘 筑摩書房 Fヨシ

小説 決戦!新選組 葉室 麟/他 講談社 F

外国文学 殺しのディナーにご招待 E.C.R.ロラック 論創社 933

外国文学 ちいさな国で ガエル・ファイユ 早川書房 953.7

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

どくしょかんそうぶん 外国の本っておもしろい! 読書探偵作文コンクール事務局/編 サウザンブックス社 019

まじょ 魔女学校の教科書 西村 佑子 静山社 147

でんき ざんねんな偉人伝 真山 知幸 学研プラス 280

しごと 夢のかなえ方 関 和之 旺文社 366

しゃかい みんなの防災えほん PHP研究所 369

うちゅう 宇宙のふしぎ最前線! 大須賀 健 講談社 440

いきもの ずかん海外を侵略する日本&世界の生き物 技術評論社 468

からだ からだ事件簿 ダイヤモンド社 491

ロボット プログラミングは、ロボットから始めよう! 加藤エルテス 聡志 小学館 548

てつどう 列車で行こう! 櫻井 寛/写真・文 世界文化社 686

にんじゃ 忍者・忍術超秘伝図鑑 永岡書店 789

どくしょかんそうぶん ちびまる子ちゃんの読書感想文教室 貝田 桃子 集英社 816

おはなし 恋する熱気球 梨屋 アリエ 講談社 913

おはなし 空で出会ったふしぎな人たち 斉藤 洋 偕成社 913

おはなし 時知らずの庭 小森 香折 BL出版 913

おはなし 拝啓、お母さん 佐和 みずえ フレーベル館 913

おはなし リンちゃんとネネコさん 森山 京 講談社 913

おはなし わたしの苦手なあの子 朝比奈 蓉子 ポプラ社 913

おはなし サイモンvs人類平等化計画 ベッキー・アルバータリ 岩波書店 933

おはなし もうひとつのWONDER R.J.パラシオ ほるぷ出版 933

おはなし 思春期♡革命(レボリューション) 山辺 麻由 小学館 BJ 913

おはなし カーズクロスロード スーザン・フランシス 偕成社 BJ 933

えほん あいたくなっちまったよ きむら ゆういち ポプラ社

えほん あやしい妖怪はかせ 小森 香折 アリス館

えほん おしりびより 酒巻 恵 WAVE出版

えほん このママにきーめた! のぶみ サンマーク出版

えほん じいちゃんバナナばあちゃんバナナ のし さやか ひさかたチャイルド

えほん たいふうのひ 武田 美穂 講談社

えほん ちょっぴりおかしなどうぶつえん アリソン・ジェイ 徳間書店

えほん なんにでもレナール! 玉置 永吉 教育画劇

えほん ばけバケツ 軽部 武宏 小峰書店

えほん ブタのドーナツやさん 谷口 智則 小学館

えほん ゆびさしな〜に? とよた かずひこ アリス館

えほん わたしはだあれ? まつもと さとみ KADOKAWA

えほん にこにこばあ 新井 洋行 えほんの杜

児童書


