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図書館だより いずみさの 

今夏はいつになく災害が続く年になりました。ご自身が被災された方、

家族や友人など近しい人が災害にあわれ今なお心を痛めておられる方、 

被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。 

館長だより 

市制７０周年を祝して、泉佐野市のおすすめスポットや思い出の場所を募集します！ 

泉佐野市の各図書館に展示用ポスター、ふせんとペンを設置しています。 

「泉佐野のここが好き！」「こんなところもあるよ」といったお気に入りのスポットを

書いて、ご自由にポスターに貼り付けて下さい。 

ご記入いただいたふせんは期間終了後、冊子にまとめて閲覧できるようにいたします。 

 
応募期間  ： ９月２８日（金）から１０月２４日（水）まで 

応募受付場所 ： 市内各図書館 

大好き  泉佐野 ―泉佐野の良いところを伝えよう！― 

日 時 ： １１月２５日（日） 午前１０時～１１時３０分 

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  

講 師 ： はまのゆかさん 

定 員 ： 親子１０組  ４歳以上～小学生の子どもと保護者  

           （小学校５年生以上は子どもだけの参加可） 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

     11月 6日（火）９時３０分より電話で受付します。 

     ＊定員になり次第受付は終了します。 

泉佐野市出身の絵本作家 はまのゆかさんと一緒に、飛び出す２コマ絵本をつくりませんか？ 

親子でできる楽しいワークショップです。 

 

「飛び出す２コマ絵本を作ろう！」 

でもそんな時だからこそ、すこしでも沈んだ心を解きほぐすべく図書館に来てみま

せんか。もうすぐ「秋の読書週間（2018年 10月 27日～11月 9日）」の季節です。 

今年の標語「ホッと一息 本と一息」。図書館のたくさんの本たちとともにお待ちし

ています。 

： ９月２８日（金）から１０月２４日（水）まで 

： 市内各図書館 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

各館での展示テーマ 佐野公民館図書室 

「アートにふれてみませんか？」 

「思わず食べたくなる「おいしそうな本」」 

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 

「スパイス！」 

「秋を楽しもう！！」 

・児童コーナー 

「自由研究+調べる学習コンクール」 

・みんなの読書応援隊 

「ファンタジー」 

長南公民館図書室 

「ミュージック」 

＊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 

「空を眺めて」 

 

北部公民館図書室 

「健康づくり」「おいしい秋さがそう」 

名人２人が実験バトル！好きな名人に投票して応援しよう！ 

「身近なものの酸性・アルカリ性」をテーマに、２人の先生がそれぞれ実験します。 

サイエンスバトル「実験名人激突！」 

日 時 ： １１月１８日（日） 

①午前１０時～１２時  ②午後 2時～4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 

講 師 ： 関口 芳弘さん（国立研究開発法人理化学研究所技術士） 

      間々田 和彦さん（王立プノンペン大学客員教授   

NPO法人エコテクみらい研究所副理事長） 

定 員 ： 各回２０組 

対 象 ： 小学生と保護者 

（小学校２年生以下は保護者同伴、３年生以上は子どもだけの参加可） 

受 付 ： 10月 23日（火）９時３０分より電話又は窓口で受付します。 

＊定員になり次第受付は終了します。 

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  

講 師 ： 井上 照子さん（認定こどもヨーガ教師） 

対 象 ： ①なでなでヨーガ 生後５・６ヶ月頃のおすわり期～はいはい期 

１０時～１０時４５分 

②まねまねヨーガ よちよち期～２歳児  

11時～11時 45分 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

11月 6日（火）９時３０分より電話にて受付開始します。 

＊定員になり次第受付は終了します。 

おやこヨガ 
パパ・ママとお子さんの健康づくりに！  

スキンシップにヨガを取り入れて、心も体もリフレッシュ＆リラックス！ 

平成３０年度第 3回は 11月２8日（水）です。 

第３回 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

おやゆびひめ アンデルセン 小学館 低学年向け 

いっすんぼうし 広松 由希子 岩崎書店 低学年向け 

小人ヘルベのぼうけん プロイスラー 偕成社 中学年向け 

空をとぶ小人たち メアリー・ノートン 岩波書店 高学年向け 

だれも知らない小さな国 佐藤 さとる 講談社 高学年向け 

セルマ=ラーゲルレーフ 著  講談社      

いたずらが大好きなニルスは、勉強やお手伝いをせず、いつもなまけていました。ある

日、妖精の魔法によって小人になってしまったニルスは、ガチョウにくっついたまま空へ

飛び立ってしまいます。女性初のノーベル文学賞作家による不屈の名作です。 

 

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。 

メートル（長さ）・キログラム（質量）・秒（時間）など、普段何気なく使って

いる単位がキャラクターになって登場！メートルくん達が、単位についての基本

的なことからマニアックな話まで紹介してくれます。さあ、単位の世界へレッツ

ゴー！ 

「虚の聖域」 

松嶋 智左 著  講談社  Fマツ 

 

「おばけのかくれんぼべんとう」 

木坂 涼 文  教育画劇  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

元警察官の探偵・梓凪子の下へ、犬猿の仲である姉・未央子より、警察が自殺

と判断した未央子の息子・輝也の死の調査の依頼が入る。いじめが原因の自殺か

と思われた輝也の死の真相とは…。 

ポンタ・ピョンコ・チビタのおばけの３きょうだいは、ママのおつかいを忘れ

て、ごちそうのもりでかくれんぼをはじめます。おにぎりやくだものに変身した

きょうだいたちを見つけることができるかな？ 

ニルスのふしぎな旅  

      

 

「ザ☆単位のマンガ」 

うえたに夫婦 著  大和書房 609 

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

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 

            

 

 

 

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 ３日 ・ 1７日 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

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 

いずみさの図書館だより  

2018 年 10・11 月号 No.105 

2018 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 

北部公民館図書室     TEL 072-469-5171 

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 

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！ 

 

 

 

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 

１１月 7 日 ・ 21 日 

 

50 分 

日時  10 月 13 日（土）  午後 2 時から 

日時  11 月 10 日（土）  午後２時から 

偶数月第３土曜日開催 
毎月第２土曜日開催 

「ケアニン ～あなたでよかった～」 105 分 

鈴木浩介 監督 

戸塚純貴 主演 

 
2017 年作品 

日時 10 月 20 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 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

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

69 分 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
太陽系の段/月の段」 

「日本の昔ばなし 笠地蔵ほか」 

 

  

10 月 21 日（日） 出演：紙ひこうき 

 11 月 23 日（金） 出演：クローバー 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 AIで私の仕事はなくなりますか? 田原 総一朗 講談社 007.1

スマートフォン 人生を豊かにするスマホとの付き合い方 石川 結貴 花伝社 007.6

著作権 ウェブサイトの著作権Q&A 雪丸 真吾/他編 中央経済社 021.2

認知 VRは脳をどう変えるか? ジェレミー・ベイレンソン 文藝春秋 141.5

道徳 大人の道徳 古川 雄嗣 東洋経済新報社 150

人生訓 弱さをさらけだす勇気 松岡 修造 講談社 159

名言 ざんねんな名言集 真山 知幸 彩図社 159.8

生と死 しししのはなし 正木 晃 CCCメディアハウス 160.4

仏教 「定年後」はお寺が居場所 星野 哲 集英社 187.6

歴史 幕末の大阪湾と台場 後藤 敦史/他編 戎光祥出版 216.0

伝記 主治医だけが知る権力者 タニア・クラスニアンスキ 原書房 280.4

伝記 走り続ける力 山中 伸弥 毎日新聞出版 289.1ヤマ

絵図 鳥瞰図! 本渡 章 140B 291.0

時事評論 自国第一主義という病 浜 矩子 毎日新聞出版 304

核兵器 核兵器はなくせる 川崎 哲 岩波書店 319.8

法律 世界を変える日本式「法づくり」 国際協力機構/編 文藝春秋企画出版部 322.9

遺言 私、ひとりで死ねますか 松島 如戒 日本法令 324.7

市場論 市場って何だろう 松井 彰彦 筑摩書房 331.8

経営者 収録を終えて、こんなことを考えた 村上 龍 日本経済新聞出版社 335.1

事務管理 捨てる。 やました ひでこ 幻冬舎 336.5

外国為替 為替が動くと、世の中どうなる? 角川 総一 すばる舎 338.9

人間関係
「あ〜めんどくさい!」と思った時に
読むママ友の距離感

西東 桂子 青春出版社 361.4

労働問題 怠ける権利! 小谷 敏 高文研 366.2

犯罪予防 うちの子、安全だいじょうぶ? 宮田 美恵子 新読書社 368.6

不登校 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社/編 ポプラ社 371.4

家庭教育
5歳までにやっておきたい英語が得
意な脳の育て方

茂木 健一郎 日本実業出版社 379.9

遊廓 遊廓に泊まる 関根 虎洸 新潮社 384.9

動物供養 いきものをとむらう歴史 依田 賢太郎 社会評論社 387

科学 知の果てへの旅 マーカス・デュ・ソートイ 新潮社 404

火星 火星の科学 藤井 旭/他 誠文堂新光社 445.3

恐竜 大人のための恐竜教室 真鍋 真/他 ウェッジ 457.8

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2018年10・11月号



害虫 きらいになれない害虫図鑑 有吉 立 幻冬舎 486.1

患者 賢い患者 山口 育子 岩波書店 490.1

血液型 人とどうぶつの血液型 近江 俊徳/編 緑書房 491.3

肩こり 肩こりを治せば、老いも止められる 金岡 恒治/他 高橋書店 493.6

発達障害 私たちは生きづらさを抱えている 姫野 桂 イースト・プレス 493.7

健康法 医者が考案した「長生きみそ汁」 小林 弘幸 アスコム 498.5

法医学 虫から死亡推定時刻はわかるのか? 三枝 聖 築地書館 498.9

日本建築 建物が語る日本の歴史 海野 聡 吉川弘文館 521

家庭経済
読んだら必ず「もっと早く教えてく
れよ」と叫ぶお金の増やし方

山崎 俊輔 日経BP社 591

洋裁 繕う愉しみ ミスミ ノリコ 主婦と生活社 593.3

美容 魔法の顔ほぐし 千波 ワニブックス 595.5

料理 知識ゼロからの甘酒入門 石澤 清美 幻冬舎 596

茶 日本茶レシピ 本間 節子 世界文化社 596.7

家庭医学
その症状、すぐ病院に行くべき?行
く必要なし?

山中 克郎 CCCメディアハウス 598.3

家庭菜園 野菜作り「コツ」の科学 佐倉 朗夫 講談社 626.9

樹木 子どもと木であそぶ 岩谷 美苗 東京書籍 653.2

鉄道 たのしい路線図 井上 マサキ/他 グラフィック社 686.2

仏像 切手で仏像 山本 勉 講談社 718

イラスト クマのプーさん創作スケッチ ジェイムズ・キャンベル 東京美術 726.5

紙工芸 家族がよろこぶダンボール工作 pika 日本ヴォーグ社 754.9

捕物道具 十手 谷口 柳造 目の眼 756.6

民族音楽
楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族
楽器図鑑

民音音楽博物館/監修 河出書房新社 763

吹奏楽 一球入魂!一音入魂! オザワ部長 学研プラス 764.6

落語 師匠歌丸 桂 歌助 イースト・プレス 779.1

甲子園 阪神園芸甲子園の神整備 金沢 健児 毎日新聞出版 783.7

釣り 写真探索釣魚1400種図鑑 小西 英人 KADOKAWA 787.1

将棋 なぜ?で始める将棋の基本 佐藤 友康 主婦の友社 796

発声法
一流の人は、なぜ話し方よりも
「声」を大切にするのか

近藤 名奈 アスコム 809.2

日本語 くらべてわかるオノマトペ 小野 正弘 東洋館出版社 814

英語 動詞キャラ図鑑 関 正生/他 新星出版社 835.5

会話
やさしい日本語とやさしい英語でお
もてなし

藤田 玲子/他 研究社 837.8

文学史 村上春樹語辞典 ナカムラ クニオ/他 誠文堂新光社 910.2

俳句
夏井いつきの世界一わかりやすい俳
句の授業

夏井 いつき PHP研究所 911.3

手記 妻が願った最期の「七日間」 宮本 英司 サンマーク出版 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 痛い靴のはき方 益田 ミリ 幻冬舎 B Eマス

文庫 京都下鴨なぞとき写真帖 柏井 壽 PHP研究所 B Fカシ

文庫 錆びた滑車 若竹 七海 文藝春秋 B Fワカ

エッセイ 行ったり来たり寝ころんだり あおき ひろえ 新日本出版社 Eアオ

エッセイ 七〇歳年下の君たちへ 五木 寛之 新潮社 Eイツ

エッセイ 愛することば あなたへ 瀬戸内 寂聴 光文社 Eセト

エッセイ あぁ、くたびれた。 高峰 秀子 河出書房新社 Eタカ

エッセイ 切なくそして幸せな、タピオカの夢 吉本 ばなな 幻冬舎 Eヨシ

小説 悪玉伝 朝井 まかて KADOKAWA Fアサ

小説 日傘を差す女 伊集院 静 文藝春秋 Fイジ

小説 破蕾 冲方 丁 講談社 Fウブ

小説 ある日失わずにすむもの 乙川 優三郎 徳間書店 Fオト

小説 秘録島原の乱 加藤 廣 新潮社 Fカト

小説 万引き家族 是枝 裕和 宝島社 Fコレ

小説 家の中で迷子 坂口 恭平 新潮社 Fサカ

小説 秒速11.2キロの熱情 直原 冬明 講談社 Fジキ

小説 一億円のさようなら 白石 一文 徳間書店 Fシラ

小説 正義の申し子 染井 為人 KADOKAWA Fソメ

小説 私が誰かわかりますか 谷川 直子 朝日新聞出版 Fタニ

小説 大人は泣かないと思っていた 寺地 はるな 集英社 Fテラ

小説 沖縄オバァの小さな偽証 友井 羊 光文社 Fトモ

小説 大奥づとめ 永井 紗耶子 新潮社 Fナガ

小説 蝶のゆくへ 葉室 麟 集英社 Fハム

小説 彼女は頭が悪いから 姫野 カオルコ 文藝春秋 Fヒメ

小説 インジョーカー 深町 秋生 幻冬舎 Fフカ

小説 ハレルヤ 保坂 和志 新潮社 Fホサ

小説 もう「はい」としか言えない 松尾 スズキ 文藝春秋 Fマツ

小説 蹴爪(ボラン) 水原 涼 講談社 Fミズ

小説 矢上教授の「十二支考」 森谷 明子 祥伝社 Fモリ

小説 十三階の神(メシア) 吉川 英梨 双葉社 Fヨシ

外国文学 リンカーンとさまよえる霊魂たち ジョージ・ソーンダーズ 河出書房新社 933

外国文学 戦時の音楽 レベッカ・マカーイ 新潮社 933

外国文学 セーヌ川の書店主 ニーナ・ゲオルゲ 集英社 943.7

外国文学 方言でたのしむイソップ物語 イソップ 平凡社 991.7

小説・エッセイ
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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

あんごう 暗号の大研究 伊藤 正史/監修 PHP研究所 007

なやみ タカハマ先生のなやみの不思議 高濱 正伸 実務教育出版 159

れきし おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ こんだ あきこ/他 小学館 210

へいわ ヒロシマをのこす 佐藤 真澄 汐文社 319

ようかい 妖怪ビジュアル大図鑑 水木 しげる 講談社 388

プラネタリウム 星空を届けたい 高橋 真理子 ほるぷ出版 440

きょうりゅう ぼくは恐竜探険家! 小林 快次 講談社 457

どうぶつ わけあって絶滅しました。 丸山 貴史 ダイヤモンド社 482

でんしゃ じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 536

てじな 頭のいい子が育つ東大式キッズ手品 東京大学奇術愛好会/監修 主婦の友社 779

サッカー サッカーことばランド 金井 真紀/他 ころから 783

えいご マンガでわかる!10才までに覚えたい英語1000 高濱 正伸/他監修 永岡書店 834

おはなし 意味が分かると怖い話 藤白 圭 河出書房新社 913

おはなし おれからもうひとりのぼくへ 相川 郁恵 岩崎書店 913

おはなし 君だけのシネマ 高田 由紀子 PHP研究所 913

おはなし 秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹 ポプラ社 913

おはなし ボンぼうや 橘 春香 PHP研究所 913

おはなし わたしのチョコレートフレンズ 嘉成 晴香 朝日学生新聞社 913

おはなし あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー 鈴木出版 933

おはなし よくばり学園 ファブリツィオ・シレイ 講談社 973

えほん 行ったり来たり大通り 五味 太郎 絵本館

えほん おにのパンツ 長谷川 義史 フレーベル館

えほん カタカタカタ リン シャオペイ ほるぷ出版

えほん きゅうきゅうしゃのぴーとくん 正高 もとこ 岩崎書店

えほん こちらムシムシ新聞社 三輪 一雄 偕成社

えほん サメだいすきすいぞくかん ともなが たろ アリス館

えほん すなのたね シビル・ドラクロワ 講談社

えほん だいすきライオンさん ジム・ヘルモア フレーベル館

えほん とおくまで 曹 文軒 樹立社

えほん ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン 徳間書店

えほん ふねのとしょかん いしい つとむ 文研出版

えほん ホネホネぼんぼん ミヤサカ カズヒデ 主婦の友社

えほん やまのおんがく 室井 さと子 岩崎書店

えほん LOVE マット・デ・ラ・ペーニャ 評論社

えほん わたしの森に アーサー・ビナード くもん出版


