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図書館だより いずみさの 

 泉佐野市立図書館では去る 1月 31日まで「図書館の管理運

営についてのアンケート」を実施いたしました。アンケートに

ご協力いただきありがとうございました。いただいたご意見等

も参考に、今後もより良い図書館を運営していくためさらに努

力を重ねてまいります。今後ともよろしくお願いします。 

 今月も「古本交換市」「リサイクル本市」とイベントが目白押

しです。ぜひみなさまで誘い合って図書館へお越しください。 

 

館長だより 

図書館だより 100号記念号のこたえ：1・×  2・×  3・○  4・×  5・○ 

 

古本交換市 
 

図書館からのお知らせ

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。 

日 時  ： 2月２４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 

 新生活への準備に入り始める季節になりました。掃除や修理に関する本もたくさんあります

ので、ぜひ図書館をご活用ください。また、今年も古本交換市やリサイクル本市を行います。

欲しかった本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。 

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（木）～2月 23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 



 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！ 

日 時 ： 3月３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。 

手作りの人形が生き生きと動く「人形劇団 ひまわり」と、絵本の読み聞かせやかみしばいが 

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２４日（土）  

午後 2時～3時（午後 1時 30分開場） 

演 目 ： 人形劇「まるパンコロコロ」 

      絵本の読み聞かせ・かみしばい・パネルシアターなど 

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） 

人形劇団「ひまわり」 おはなしの会「ルピナス」 

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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル本市 
 

図書館からのお知らせ 

人形劇＆おはなし会 コラボ☆イベント 

各館での展示テーマ 
佐野公民館図書室 

「暮らしのアイデア」 

 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・中央吹き抜け 

「○活始めませんか？」 

・児童コーナー 

「絵本で世界旅行！この本はどこの国？」 

・絵本ワゴン 

「きょうりゅうのえほん」 

長南公民館図書室 

「あんなとき こんなとき」 

＊展示で使われている資料は、館内の 

検索機や HPで見ることができます 

・中央入口 

「ウィンタースポーツ」 

 



「クラシック音楽とは何か」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

あめ・のち・ともだち 北原 未夏子 国土社 低学年向け 

つぐみ通りのトーベ ビルイット・ロン 徳間書店 低学年向け 

大きなクマのタハマパー ハンネレ・フオヴィ ひさかたチャイルド 中学年向け 

バレエなんて、きらい ジェニファー・リチャード・ジェイコブソン 講談社 中学年向け 

風船教室 吉野 万理子 金の星社 高学年向け 

那須 正幹 著  ポプラ社      

一年生の“はらだおさむくん”は、誰とでも友だちになれます。学校に行く途中でも

テントウムシ・子犬などと友だちになります。でも、同じクラスの一人の女の子とは友

だちになれません。 

どうやら女の子には何か秘密があるようです。 

 

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。 

岡田 暁生 著  小学館  760 

 クラシックから現代音楽までの音楽史について、“モーツァルトとベートーヴェ

ンの違い”“指揮者はなぜいるの？”といった疑問など、入門者から音楽通の人ま

でが「そうだったのか！」と目からウロコの情報が満載です。 

さあ、クラシック音楽を楽しみましょう！ 

「襷を我が手に」 

                     蓮見 恭子 著  光文社  Fハス 

 

「パパゲーノとパパゲーナ」 

小西 英子 作  福音館書店  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

オリンピックを目指していた『ワトー電器』陸上部のマラソン選手、千木良朱里。 

大学に新設された駅伝部監督を任されます。部員ゼロからのスタートで、集まっ

た選手達は、経験や才能もバラバラ。朱里は個性豊かな駅伝部を、全国大会出場へ

導くことができるでしょうか。駅伝の世界をリアルに描いた青春小説です。 

 

笛を吹くのが好きな若者パパゲーノは、森の人気者。そんな彼がどうしても欲

しいものはお嫁さんです。ある日、森の王の館に美しい娘がいると聞いたパパゲ

ーノは、願いを叶えるために探しに向かうのですが…。 

モーツァルトのオペラ『魔笛』が題材の、色鮮やかなイラストが楽しい絵本です。 

 

ともだちみっけ   

      

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 毎月第２土曜日開催 

       

日時  ２月 10 日（土）    午後 2 時から 

 

 

 日時  3 月 10 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 

「プライドと偏見」      127 分 

キーラ・ナイトレイ主演  ジョー・ライト監督 

2006 年作品 

日時 2 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 

2 月 7 日 ・ 21 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  

2018 年 2・3 月号 No.101 

2018 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 

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 

※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 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催：3 月 24 日（土）  

出演：おはなし会の「ルピナス」 

人形劇団「ひまわり」 

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 80 名まで 

 

人形劇＆おはなし会コラボイベント 

「アイスエイジ」 

 

  

82 分 

「げんきげんきノンタン  各話 

3 月 7 日 ・ 21 日 

 

32 分 はみがきしゅこしゅこ／いたいのとんでけ～☆」 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 最新図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本 田口 和裕・森嶋 良子 ソーテック社 007.1

人工知能 人工知能の「最適解」と人間の選択 NHKスペシャル取材班 NHK出版 007.1

スマートフォン スマホ&タブレットもう一度キホンのキ! 宝島社 007.6

古書店 すごい古書店 変な図書館 井上 理津子 祥伝社 024.8

稀書 世界の軌跡を未来の英知に 京都外国語大学付属図書館/編 京都外国語大学付属図書館 026

ジャーナリズム パラダイス文書 奥山 俊宏 朝日新聞出版 070.4

武士道 ブヒ道 小泉 吉宏 ポプラ社 156

人生訓 幸せをつかむ人ほど「見た目」にお金を使う 一色 由美子 大和書房 159.6

仏教 ごまかさない仏教 佐々木 閑・宮崎 哲弥 新潮社 180

日本史 明治維新で変わらなかった日本の核心 猪瀬 直樹・磯田 道史 PHP研究所 210.0

日本史 新撰組顚末記 永倉 新八 KADOKAWA 210.5

日本史 図解幕末・維新の100人 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 281.0

伝記 大間違いの織田信長 倉山 満 ベストセラーズ 289.1/オダ

伝記 まけないで 佐伯 チズ 講談社 289.1/サエ

地理 古地図から読み解く城下町の不思議と謎 実業之日本社 291.0

地理 京都・イケズの正体 石川 拓治 幻冬舎 291.6

テロリズム 地政学から読むイスラム・テロ マテュー・ギデール 原書房 316.4

相続法 残される母親が安心して暮らすための手続のすべて えがお相続相談室 秀和システム 324.7

経済 お金2.0 佐藤 航陽 幻冬舎 330.4

能率 仕事が速くなる!PDCA手帳術 谷口 和信 明日香出版社 336.2

会計 会計学の誕生 渡邉 泉 岩波書店 336.9

利殖 貯金ゼロ・知識ゼロ・忍耐力ゼロからの 竹川 美奈子 朝日新聞出版 338.1

とってもやさしいお金のふやし方

住宅金融 絶対後悔しない住宅ローンの借り方・返し方 河出書房新社 338.7

労働移動 食いつめものブルース 山田 泰司 日経BP社 366.2

女性 誰も教えてくれなかった子どものいない人生の歩き方 くどう みやこ 主婦の友社 367.1

女性問題 「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光 紀子 光文社 367.2

親子関係 母・娘・祖母が共存するために 信田 さよ子 朝日新聞出版 367.3

高齢者 100歳まで生きる手抜き論 吉沢 久子 幻冬舎 367.7

ノーベル賞 ノーベル賞117年の記録 ノーベル賞の記録編集委員会/編 山川出版社 377.7

発達障害 発達障害の子の「会話力」を楽しく育てる本 講談社 378.8

包装 雑貨&フードラッピングブック オギハラ ナミ 誠文堂新光社 385.9

年中行事 しめかざり 森 須磨子 工作舎 386.1

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2018年2・3月号



宇宙 宇宙用語図鑑 二間瀬 敏史 マガジンハウス 440

気象災害 気象災害から身を守る大切なことわざ 弓木 春奈 河出書房新社 451.9

菌類 粘菌 ジャスパー・シャープ 誠文堂新光社 473.3

鳥類 歌う鳥のキモチ 石塚 徹 山と溪谷社 488.1

実験動物 動物実験の闇 マイケル・A.スラッシャー 合同出版 490.7

炎症 体内の「炎症」を抑えると、病気にならない! 池谷 敏郎 三笠書房 491.6

糖尿病 シニアの糖尿病 NHK出版 493.1

肺炎 65歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防 大谷 義夫 法研 493.3

育児 「きたない子育て」はいいことだらけ! ブレット・フィンレー プレジデント社 493.9

狭窄症 4万人の腰部脊柱管狭窄症を治した! 銅冶 英雄 アチーブメント出版 494.6

腰の痛みナビ体操

歯周疾患 歯周病なんか怖くない 村上 伸也/編 大阪大学出版会 497.2

生気象学 「低気圧頭痛」は治せる! 佐藤 純 飛鳥新社 498.4

食餌療法 抗がん剤の世界的権威が直伝!最強の野菜スープ 前田 浩 マキノ出版 498.5

品質管理 トヨタ流品質管理に学ぶ!はじめての変化点管理 原嶋 茂 日刊工業新聞社 509.6

自動車 ニッポンの最強ギア・軽トラック大全 地球丸 537.9

宇宙旅行 太陽系旅行ガイド マーク・トンプソン 地人書館 538.9

手芸 はじめてでもきれいに刺せる刺しゅうの基礎 安田 由美子 日本文芸社 594.2

髪形 なぜか美人に見える人は髪が違う 津村 佳奈 大和書房 595.4

化粧 Secretシニアビューティメイク えがお写真館・赤坂 渉 扶桑社 595.5

料理 一皿でごちそう!わたしの煮込み料理 若山 曜子 宝島社 596

料理 1肉1野菜鍋 堤 人美 グラフィック社 596

料理 焼き鳥の丸かじり 東海林 さだお 朝日新聞出版 596.0

料理 有元葉子 のり、わかめ、ひじき、昆布、もずく 有元 葉子 家の光協会 596.3

料理 ショコラティエみたいにできる 熊谷 裕子 河出書房新社 596.6

魔法のボンボン・ショコラレシピ

収納 みんなの収納・片づけ日記 みんなの日記編集部 翔泳社 597.5

住居衛生 掃除の解剖図鑑 日本ハウスクリーニング協会 エクスナレッジ 597.9

住居衛生 家事代行のプロが教えるかしこいそうじ術 CaSy 学研プラス 597.9

育児 卒母のススメ 西原理恵子+卒母ーズ 毎日新聞出版 599.0

自動車 トラクターの世界史 藤原 辰史 中央公論新社 614.8

果樹 おいしく実る!果樹の育て方 三輪 正幸 新星出版社 625

生花商 花屋さんになろう! 本多 るみ 青弓社 673.7

マーケティング 殺し屋のマーケティング 三浦 崇典 ポプラ社 675

鉄道 生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅100選 越 信行 山と溪谷社 686.2

将棋 天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤 一二三 日本実業出版社 796.0

日本文学 清張鉄道1万3500キロ 赤塚 隆二 文藝春秋 910.2

日本文学 おちゃめに100歳!寂聴さん 瀬尾 まなほ 光文社 910.2

ノンフィクション うちの子になりなよ 古泉 智浩 イースト・プレス 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 ロボット・イン・ザ・ハウス デボラ・インストール 小学館 B 933

エッセイ 50代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本 葉子 中央公論新社 Eキシ

エッセイ 桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田 桃紅 世界文化社 Eシノ

エッセイ 緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都 実業之日本社 Eミヤ

エッセイ 道なき未知 森 博嗣 ベストセラーズ Eモリ

エッセイ 60歳を過ぎると、人生はどんどんおもしろくなります。 若宮 正子 新潮社 Eワカ

小説 婚活中毒 秋吉 理香子 実業之日本社 Fアキ

小説 おもかげ 浅田 次郎 毎日新聞出版 Fアサ

小説 セブンズ! 五十嵐 貴久 KADOKAWA Fイガ

小説 秀吉の活 木下 昌輝 幻冬舎 Fキノ

小説 カネと共に去りぬ 久坂部 羊 新潮社 Fクサ

小説 異形のものたち 小池 真理子 KADOKAWA Fコイ

小説 道標 今野 敏 角川春樹事務所 Fコン

小説 銀杏手ならい 西條 奈加 祥伝社 Fサイ

小説 火定 澤田 瞳子 PHP研究所 Fサワ

小説 Dの遺言 柴田 哲孝 祥伝社 Fシバ

小説 ねこ町駅前商店街日々便り 柴田 よしき 祥伝社 Fシバ

小説 駐在日記 小路 幸也 中央公論新社 Fシヨ

小説 いのち 瀬戸内 寂聴 講談社 Fセト

小説 白磁海岸 高樹 のぶ子 小学館 Fタカ

小説 荒海を渡る鉄の舟 鳥羽 亮 双葉社 Fトバ

小説 デッド・オア・アライブ 楡 周平 光文社 Fニレ

小説 大獄 葉室 麟 文藝春秋 Fハム

小説 ランチ酒 原田 ひ香 祥伝社 Fハラ

小説 アクシデント・レポート 樋口 毅宏 新潮社 Fヒグ

小説 ドレス 藤野 可織 河出書房新社 Fフジ

小説 断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ 講談社 Fフジ

小説 きまぐれな夜食カフェ 古内 一絵 中央公論新社 Fフル

小説 バースデイ・ガール 村上 春樹 新潮社 Fムラ

小説 森家の討ち入り 諸田 玲子 講談社 Fモロ

小説 飼う人 柳 美里 文藝春秋 Fユウ

小説 意識のリボン 綿矢 りさ 集英社 Fワタ

外国文学 水底の女 レイモンド・チャンドラー 早川書房 933

外国文学 地下鉄道 コルソン・ホワイトヘッド 早川書房 933

小説・エッセイ

新着図書案内　2018年2・3月号



児童書

ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

なぞなぞ なぞなぞMAXチャレンジ!3000問 嵩瀬 ひろし 新星出版社 031

てつがく こども論語 齋藤 孝 草思社 123

こわいはなし ミラクルきょうふ!本当に怖いストーリーDX 闇月 麗/編 西東社 147

れきし 新選組 学研プラス 210

れきし 実況!空想武将研究所 小竹 洋介 集英社 281

しごと こどもおしごとキャラクター図鑑 給料BANK 宝島社 366

ようかい 追え!日本の妖怪スペシャル なんば きび 朝日新聞出版 388

きょうりゅう そうだったのか!初耳恐竜学 富田 京一 小学館 457

いきもの いきものがっかり超能力図鑑 川嶋 隆義 小学館 481

せいかつ 食べるってどんなこと? 古沢 広祐 平凡社 498

くるま しょうぼうしゃ たかの てつさぶろう スタジオタッククリエイティブ 537

いぬ ピースワンコ物語 今西 乃子 合同出版 645

さかな クニマスは生きていた! 池田 まき子 汐文社 664

げいじゅつ すごいぞ!ニッポン美術 結城 昌子 西村書店 702

しょうぎ 羽生善治監修子ども将棋入門 安次嶺 隆幸 新星出版社 796

ことば まさかさかさま回文めいじん ながた みかこ 汐文社 807

にほんご 大人になって困らない語彙力の鍛えかた 今野 真二 河出書房新社 814

こてん 子どもおもしろ歳時記 金井 真紀 理論社 911

おはなし 繕い屋の娘カヤ 曄田 依子 岩崎書店 913

おはなし となりの猫又ジュリ 金治 直美 国土社 913

おはなし 帽子から電話です 長田 弘 偕成社 913

おはなし 真夜中の電話 赤川 次郎 汐文社 913

おはなし 小さいママと無人島 キャロル・ライリー・ブリンク 文溪堂 933

おはなし ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ 講談社 933

おはなし 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート あすなろ書房 933

かみしばい かんづめあけよう! 五味 太郎 童心社 C

えほん 1日10分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやま かぜさぶろう 講談社

えほん おおきなドーナツ 平塚 ウタ子 フレーベル館

えほん おひさまおはよう 鈴木 智子 大日本図書

えほん かくれんぼ 種村 有希子 アリス館

えほん ぎゅっ ミフサマ BL出版

えほん さあ、なげますよ 角野 栄子 文溪堂

えほん 動物たちは、お医者さん! アンジー・トリウス 河出書房新社

えほん 星につたえて 安東 みきえ アリス館

えほん 森から海へ さとう ひろし 文芸社


