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図書館だより 100号記念号は 

図書館カウンターにございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 寒い日が続きますが、体調を崩したりしておられませんか。今年もまた年の瀬が

迫るころとなりました。何かと気忙しい時期ですがせめて図書館に来られるときは

ほっと一息ついてもらえるよう、また新しく迎える年もみなさんと一緒に、常に新

鮮な情報の発信と共有をしていける年にしていきたいと思っています。 

  

これからも泉佐野市立図書館はますます成長していきます。今後もどうぞよろしく

お願い致します。 

 

館長だより 

祝！100号！！ 
この度、図書館だよりが 100号を迎えることとなりました。 

長きにわたり、様々な情報や新着図書などを紹介していきましたが、 

これからもより一層、図書館の情報を発信していきたいと思います。 

記念号として、子ども向けの特別な図書館だよりをご用意しました。なくなり次第 

終了となりますので、ぜひご覧ください。 

 

・○×クイズコーナー 

答えは、図書館にある本で調べることができる問

題ばかりです。 

がんばって、挑戦してみてください。 

図書館だより 100号記念号の内容 

 
・ぬりえコーナー 

はさみで切り取ると、着せ替えとして遊んでい

ただけます。 

中央図書館にぬりえを飾る記念ボードを置いて

います。塗り終わったら、ぜひ、図書館までお持

ち下さい 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手口が巧妙化している特殊詐欺につい

て、被害にあわないためのポイントや対処

法を、近畿財務局の職員の方を迎えてご紹

介します。 

日時：平成 30年 1 月 30日（火） 

       午後２時～午後３時 30分 

定員：50名（申込先着順） 

受付： 1 月 10 日（水）午前９時 30 分よ

り、中央図書館カウンター・中央図

書館電話にて受付。 

 

 パパ・ママとお子さんの健康づくりに！ 

ペアになってスキンシップなどを行います。体

が固まりがちな冬はお部屋の中で楽しみなが

ら、こころとからだをすっきりさせましょう！ 

日程：平成 30年１月 31日（水） 

午前 10時 30分～午前 11時 30分頃 

定員：10組（申込先着順） 

対象： 0 歳から２歳くらいまでの乳幼児と保

護者 

受付：１月 10日（水）午前９時 30分より、

中央図書館電話にて受付。 

本の福袋 

図書館スタッフが、いろいろなテーマで選んだ本を福袋に詰めて貸出します。 

1つの袋に 3冊入っています。どんな本が入っているかは借りてからのお楽しみ！  

 

日程：2018年 1月 5 日（金）～7 日（日） 

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 

対象：一般向け・子ども向け（絵本） 

個数：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               

＊1人 1袋まで（先着順）。貸出・返却の手続きが必要です。 

年末年始の休館について 

・泉佐野市立図書館は 2017 年12/29（金）～2018年1/4（木）まで休館致します。 

図書の返却はレイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館・佐野公民館図書室の返却ポストを

ご利用ください。ビデオやＤＶＤ、ＣＤ、カセットテープ、他館借用本は、返却ポストに入れない

でください。長南公民館図書室の返却ポストはご利用できません。 

・2017 年12/8～12/28 までの貸出に限り、4週間借りていただけます。 

貸出できる資料の点数は通常と変わらず 10 点までです。この期間の延長については、通常通り

3週間と変わりませんのでご注意下さい。 

・年始は1/5（金）から開館いたします。 

各 20袋 

各 10袋 

各  5袋 

講座 

「金融トラブルに巻き込まれないために」 

「おやこヨガ」 

 

中央図書館イベント 



「広告チラシのかごと雑貨   好きなサイズで可愛く作れる!」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

うさぎのまじっく せな けいこ 鈴木出版 低学年向け 

みんなビックリ！かんたんマジック大集合 らぶキャラブックス編集部 学研教育出版 低学年向け 

ことばのくにのマジックショー 中川 ひろたか アリス館 中学年向け 

つくってあそぼう！おもしろマジック 奥田 靖二 教育画劇 高学年向け 

テーブルマジック入門 長谷 和幸  小学館 高学年向け 

おばけのジョージーてじなをする   

ロバート・ブライト 著  徳間書店      

ジョージーは、ホイッティカーさんの家にすんでいる、はずかしがりやだけどやさ

しいちいさなおばけ。ひょんなことからホイッティカーさんは、手品をみせることに

なるのですが、いくら練習してもうまくいきません。そこでジョージーは、なかよし

の動物たちと力をあわせて手助けをしようとしますが・・・。 

 

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。 

       寺西 恵里子 著  主婦の友社  754.9 

 身近にある広告チラシが、ステキな雑貨に大変身！基本となる「クルクル棒」

を作ったら、後は重ねて編むだけ！オシャレなかごからインテリアとして使え

るマガジンラックまで、様々な物が作れます。 

すてきなリメイク雑貨作りにチャレンジしてみませんか？ 

「見た目レシピいかがですか?」 

               椰月 美智子 著  PHP研究所  Fヤズ 

人の第一印象は見た目で決まる？元 CA でイメージコンサルタントの繭子

と、４人の女性達が織りなす連作小説集。繭子のアドバイスを受けた事により、

女性達の外見と内面はどう変わっていくのか？「きれいになりたい」「より良

く見られたい」という女性の心情が細やかに表現されています。 

「トーストン」 

新井 洋行 著  アリス館  絵本 

  食パンのトーストンは、曜日ごとにいろんな食材のお友だちと出会います。

月曜日はジャムさんに、火曜日はツナかんくんとマヨネーズさん。お友だち

と出会うと、おいしいトーストンに大変身！たくさんのおいしそうなトース

トンがでてくる、毎日の食事が楽しくなる絵本です。 

 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 



開館日のおしらせ 

1 月 21 日（日） 出演：クローバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

       

日時  1２月９日（土）    午後 2 時から 

 

 

 日時  1 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 

「ダ・ヴィンチ・コード」   149 分 

トム・ハンクス主演  ロン・ハワード監督 

2006 年作品 

日時 12 月 16 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 

12 月 6 日 ・20 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 12 月・2018 年 1 月号 No.100 

2017 年 12 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 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。 

１２月 
１月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催： 1２月 17 日（日） 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 

「おさるのジョージ」 

 

  

87 分 

「カンフー・パンダ」         

21 分 

92 分 

２０１８年 

1 月 17 日 ※４日は休館日のため休止 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

検索エンジン最適化 最強の効果を生みだす新しいSEOの教科書 野澤 洋介 技術評論社 007.6

プログラミング 3ステップでしっかり学ぶC#入門 杉浦 賢 技術評論社 007.6

クラウドコンピューティング AWS Lambda実践ガイド 大澤 文孝 インプレス 007.6

読書 本棚の本 赤澤 かおり KTC中央出版 019

図書解題 リーダーは歴史観をみがけ 出口 治明 中央公論新社 028

心霊研究 宇宙の風 塩川 香世 UTAブック 147

呪術 厄祓いの極意 江原 啓之 中央公論新社 147.1

人生訓 自分を休ませる練習 矢作 直樹 文響社 159

神道 きれいな心のつくりかた 石崎 貴比古 文響社 170.4

歴史 日本史の内幕 磯田 道史 中央公論新社 210.0

遺跡・遺物 土木技術の古代史 青木 敬 吉川弘文館 210.3

伝記 今日も一日、楽しかった あべ けん太 朝日新聞出版 289.1/アベ

時事評論 不都合な日本語 大野 敏明 展転社 304

時事評論 ついにあなたの賃金上昇が始まる! 高橋 洋一 悟空出版 304

戦争 戦争は終わるのか 坂元 輝 鳥影社 319.8

問題解決 10歳でもわかる問題解決の授業 苅野 進 フォレスト出版 336.2

投資信託 初心者は投信積み立てから始めよう 西野 武彦 日本経済新聞出版社 338.8

いじめ ヒトは「いじめ」をやめられない 中野 信子 小学館 361.4

社会保障 社会保障クライシス 山田 謙次 東洋経済新報社 364.0

親子関係 オトナ親子の同居・近居・援助 大和 礼子 学文社 367.3

礼儀作法 一生使える!大人のマナー大全 岩下 宣子/監修 PHP研究所 385.9

水 水の不思議 稲場 秀明 技報堂出版 435.4

昆虫 蟲の饗宴 奥本 大三郎 世界文化社 486.0

病理学 こわいもの知らずの病理学講義 仲野 徹 晶文社 491.6

腸内細菌 抗生物質と人間 山本 太郎 岩波書店 491.7

老年医学 老人の取扱説明書 平松 類 SBクリエイティブ 493.1

慢性閉塞性肺疾患 息切れで悩むCOPD 木田 厚瑞 法研 493.3

腸 老いない人は何を食べているか 松生 恒夫 平凡社 493.4

依存症 よくわかるギャンブル障害 蒲生 裕司 星和書店 493.7

はしか はしかの脅威と驚異 山内 一也 岩波書店 493.8

健康法 歩き方で人生が変わる 長尾 和宏 山と溪谷社 498.3

健康法 コスパ最強健康法43 藤田 紘一郎 三五館 498.3

健康法 「座りすぎ」が寿命を縮める 岡 浩一朗 大修館書店 498.3

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年12月・2018年1月号



蔬菜 図解食卓の薬効事典 池上 文雄 農山漁村文化協会 498.5

食生活 残念和食にもワケがある 岩村 暢子 中央公論新社 498.5

住宅建築 猫のための家づくり エクスナレッジ 527

東芝 東芝の悲劇 大鹿 靖明 幻冬舎 540.6

ミサイル 最新ミサイルがよ〜くわかる本 井上 孝司 秀和システム 559.5

ファッション 暖かいのにおしゃれになれる 山本 あきこ ダイヤモンド社 589.2

生活 家事が好きになる暮らしの工夫 中山 あいこ エクスナレッジ 590

生活 60代シンプル・シックな暮らし方 石黒 智子 SBクリエイティブ 590.4

編物 秋冬のかぎ針あみベストセレクション 日本ヴォーグ社 594.3

料理 朝ごはんBEST200 枻出版社 596

料理 みそ汁はおかずです 瀬尾 幸子 学研プラス 596.2

料理 ゆる自炊弁当BOOK オレンジページ 596.4

菓子 365日のクッキー 高石 紀子 主婦と生活社 596.6

掃除 落ちない汚れをラクに落とす掃除術 茂木 和哉 主婦と生活社 597.9

離乳食 はじめてのおいしい離乳食 山口 真弓 ナツメ社 599.3

穀物 47都道府県・米/雑穀百科 井上 繁 丸善出版 616

ペットビジネス ペットシッターを知っていますか 春名 孝 マガジンランド 645.9

漁業経営 荒くれ漁師をたばねる力 坪内 知佳 朝日新聞出版 661.7

流通 事例で学ぶ物流改善 青木 正一 秀和システム 675.4

海運 基礎から学ぶ海運と港湾 池田 良穂 海文堂出版 683

鉄道 鉄道と観光の近現代史 老川 慶喜 河出書房新社 686.2

仏像 日本の美仏50選 田中 英道 育鵬社 718

日本画 葛飾北斎 美術手帖 美術出版社 721.8

写真 写真総合 岡嶋 和幸 インプレス 740

陶磁器 繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン 持永 かおり/監修 メイツ出版 751

能楽 これで眠くならない!能の名曲60選 中村 雅之 誠文堂新光社 773

出版 革命のファンファーレ 西野 亮廣 幻冬舎 779.1

ランニング ムリなくはじめられる楽しいランニング 鈴木 清和 成美堂出版 782

茶花 茶花の二十四節気 武内 範男 世界文化社 791.6

言語生活 頭の中を「言葉」にしてうまく伝える。 山口 謠司 ワニブックス 809

日本語 大人の語彙力ノート 齋藤 孝 SBクリエイティブ 814

英語 困ったときのお助け英語 JTBパブリッシング 837.8

小説研究 米澤穂信と古典部 米澤 穂信 KADOKAWA 910.2

ノンフィクション 笑顔のママと僕と息子の973日間 清水 健 小学館 916

ノンフィクション ブラックボックス 伊藤 詩織 文藝春秋 916

詩 英語圏の現代詩を読む 中尾 まさみ 東京大学出版会 931.7

作家論 レーナの日記 エレーナ・ムーヒナ みすず書房 985

思考 FOCUS集中力 ダニエル・ゴールマン 日本経済新聞出版社 B 141.5

歴史 日本社会再考 網野 善彦 筑摩書房 B 210.0



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール 小学館 B 933

文庫 ガイコツと探偵をする方法 レイ・ペリー 東京創元社 B 933

文庫 浅き夢みし 佐伯 泰英 光文社 B F/サエ

文庫 最高のオバハン 林 真理子 文藝春秋 B F/ハヤ

文庫 ねこの証明 森村 誠一 講談社 B F/モリ

エッセイ 感傷的な午後の珈琲 小池 真理子 河出書房新社 E/コイ

エッセイ 夫の後始末 曽野 綾子 講談社 E/ソノ

小説 トップリーグ 相場 英雄 角川春樹事務所 F/アイ

小説 踊る星座 青山 七恵 中央公論新社 F/アオ

小説 三世代探偵団 赤川 次郎 KADOKAWA F/アカ

小説 ジゼル 秋吉 理香子 小学館 F/アキ

小説 波濤の城 五十嵐 貴久 祥伝社 F/イガ

小説 世界で一番のクリスマス 石井 光太 文藝春秋 F/イシ

小説 屍人荘の殺人 今村 昌弘 東京創元社 F/イマ

小説 天魔の所業、もっての外なり 岩井 三四二 淡交社 F/イワ

小説 転生の魔 笠井 潔 講談社 F/カサ

小説 森へ行きましょう 川上 弘美 日本経済新聞出版社 F/カワ

小説 ミステリークロック 貴志 祐介 KADOKAWA F/キシ

小説 タイムスリップ紫式部 鯨 統一郎 講談社 F/クジ

小説 乱世をゆけ 佐々木 功 角川春樹事務所 F/ササ

小説 猫ヲ捜ス夢 小路 幸也 徳間書店 F/シヨ

小説 青い花 瀬戸内 寂聴 小学館 F/セト

小説 エッグマン 辻 仁成 朝日新聞出版 F/ツジ

小説 オブリヴィオン 遠田 潤子 光文社 F/トオ

小説 酒が仇と思えども 中島 要 祥伝社 F/ナカ

小説 武者始め 宮本 昌孝 祥伝社 F/ミヤ

小説 百貨の魔法 村山 早紀 ポプラ社 F/ムラ

小説 34歳無職父さんの東大受験日記 両角 長彦 KADOKAWA F/モロ

小説 欺きの童霊 輪渡 颯介 講談社 F/ワタ

外国文学 13・67 陳 浩基 文藝春秋 923.7

外国文学 ギリシャ語の時間 ハン ガン 晶文社 929.1

外国文学 イルミナエ・ファイル エイミー・カウフマン 早川書房 933

外国文学 冷たい家 JP.ディレイニー 早川書房 933

外国文学 ボージャングルを待ちながら オリヴィエ・ブルドー 集英社 953.7

小説・エッセイ

新着図書案内　2017年12月・2018年1月号



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 卒業しよう!めんどくさがり 名越 康文/監修 日本図書センター 141

れきし 縄文世界へタイムワープ もとじろう/マンガ 朝日新聞出版 210

しゃかい よくわかるLGBT 藤井 ひろみ/監修 PHP研究所 367

さんすう 算数の図鑑 キャロル・ヴォーダマン 誠文堂新光社 410

ゆき 雪と氷 片平 孝 PHP研究所 451

やそう ロゼットのたんけん おくやま ひさし 少年写真新聞社 470

りょうり フライパンで作るはじめてのごはん 寺西 恵里子 日東書院本社 596

いぬ いやし犬まるこ 輔老 心 岩崎書店 645

もよう 文様えほん 谷山 彩子 あすなろ書房 727

スポーツ 知ってる?陸上競技 朝原 宣治 ベースボール・マガジン社 782

おはなし 青空トランペット 吉野 万理子 学研プラス 913

おはなし クリスマスがちかづくと 斉藤 倫 福音館書店 913

おはなし てんこうせいはワニだった! おの りえん こぐま社 913

おはなし とうふやのかんこちゃん 吉田 道子 福音館書店 913

おはなし 走れ!ヒットン 須藤 靖貴 講談社 913

おはなし 街角には物語が… 高楼 方子 偕成社 913

おはなし まっすぐな地平線 森島 いずみ 偕成社 913

おはなし クリスマスを救った女の子 マット・ヘイグ 西村書店 933

おはなし プーカの谷 渡辺 洋子 こぐま社 993

えほん いえないいえない くすはら 順子 文研出版

えほん うまれてくれてありがとう マーク・スペリング 文研出版

えほん こなものがっこう 塚本 やすし フレーベル館

えほん しあわせ いもと ようこ 講談社

えほん すっぱりめがね 藤村 賢志 教育画劇

えほん ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわ さえこ 偕成社

えほん ちがうちがう accototo 大日本図書

えほん トイレさん 竹与井 かこ 佼成出版社

えほん ドレミファどうぶつコンサート 二宮 由紀子 文研出版

えほん にににんにんじん いわさ ゆうこ 童心社

えほん パジャマでぽん! くぼ まちこ アリス館

えほん またまたさんせーい! 宮西 達也 フレーベル館

えほん みーんなはははっ オームラ トモコ アリス館

えほん 名画ここどこ 結城 昌子 小学館

えほん 森のおくから レベッカ・ボンド ゴブリン書房

えほん おならまんざい 長谷川 義史 小学館

児童書


