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図書館だより いずみさの 

館長だより 
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。 

 風邪やインフルエンザなどの感染症の予防には手洗い・うがいに加え、ついてし

まったウイルスの除去が効果的だそうです。中央図書館の返却カウンターの前にあ

る「書籍消毒機」は、送風と紫外線で「ウイルス」・「ほこり」・「におい」などを風

で吹き飛ばし殺菌する優れものです。ぜひお試しください。 

 新しい年も引き続き皆様とともに健康で新鮮な情報の発信と共有をしていけるよ

う、泉佐野市立図書館をどうぞよろしくお願いいたします。 

休館中の図書の返却は、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、北部公民館図書室の返却ポストをご利用ください。 

（長南公民館図書室の返却ポストはご利用できません。） 

 

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。 

冬になりました。クリスマスやお正月など、イベントが目白押しです。図書館でもイベン

トを楽しむために、ご馳走のレシピ本や伝統的な遊びの本などご用意しています。その他に

も、年末に向けての掃除や片付けのコツなどの本もありますので、どうぞご利用ください。 

年末年始の休館について 

泉佐野市立図書館は 

2018年12/29（土）～ 2019年1/4（金）まで休館いたします。

12/28（金）の北部公民館図書室の開館時間は 10時 30分～12時までです。 

（中央図書館・佐野公民館図書室・長南公民館図書室は通常通り開館します。） 

 

2018 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（土）から開館いたします。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「昔の遊び」 レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・中央入口 

「hot な本」 

・中央吹き抜け 

「人権 ～人らしく生きるための権利～」 

「睡眠」 

・児童コーナー 

「ことばあそび」 

長南公民館図書室 

「自然と親しむ」 

＊このほかにも各館で展示しています。 

＊展示テーマ・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。 

北部公民館図書室 

「ホームパーティしませんか？」 

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（土）・6 日（日） 

    ＊北部公民館図書室は日曜が休館のため、5日（土）・７日（月）に行います。 

場所：各図書館 

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 各 20袋 

    佐野公民館図書室              各 10袋 

    長南公民館図書室              各 5袋 

北部公民館図書室              各 5袋 

＊1人 1袋まで（先着順）。貸出・返却の手続きが必要です。 

 カードに３冊分空きがあることを確認してからお持ちください。 

本の福袋 

・みんなの読書応援隊 

「昔話」 

 

期 間 ： １2月 1 日（土）～26日（水） 

場 所 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館  

児童コーナーおはなし室 

いよいよクリスマス！１２月１日から毎日１冊クリスマスの絵本を紹介します。 

絵本を読んでみんなで楽しみながらクリスマスを迎えましょう！ 

 

 

アドベントカレンダー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

まほうつかいは時間ドロボー シュワルツ 旺文社 低学年向け 

13800000000 ねんきみのたび 坂井 治 光文社 低学年向け 

とび丸竜の案内人 柏葉 幸子 偕成社 中学年向け 

タイムチケット 藤江 じゅん 福音館書店 中学年向け 

時の町の伝説 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店 高学年向け 

川口 雅幸 著  アルファポリス      

ある日不思議な時計の鍵を拾った小学６年生の聖時は、１２年前の過去へタイムスリッ

プしてしまいます。そこには、今は離れて暮らしている、まだやんちゃだった頃のお兄ち

ゃんや、幼い頃に亡くなった優しい母親の姿があり…。 

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。 

今から約 130年前、東海道線が全通したばかりの列車旅は、現在とは全く様相

が異なる苦痛の長旅であった。列車の騒音問題や社内設備の改善など、日本の鉄

道はどのように進化を遂げたのか。快適性向上のためのあらゆる工夫を紹介。 

「廃墟戦隊ラフレンジャー」 

竹内 真 著  双葉社  F タケ 

 

「ようこそ！ティールームことりへ」 

どい かや 文  アリス館  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

かつてラフレンジャーという戦隊ヒーローとして、学内外で活躍していた元演

劇サークルの 5 人の仲間たち。10 年ぶりに再結成した彼らは、廃墟のショッピ

ングモールで新しくムービーを撮影するが、突如テロによる爆発が発生し…。 

はっぱのもりにある喫茶店「ティールームことり」は、ヤマガラのかんばんむ

すめカーラと、おじいさん、おばあさん、おとうさん、おかあさんの家族で切り

盛りしています。最近、カーラは新メニューを考えたいと思っていて…。 

からくり夢時計 

      

 

「鉄道快適化物語」 

小島 英俊 著  創元社 686.2 

 



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 

１2 月 5 日 ・ 19 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 12・2019 年 1 月号 No.106 

2018 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 

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。 

１２月 １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 

１月 16 日  

 

88 分 

日時  12 月 8 日（土）  午後 2 時から 

日時   1 月 12 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 

「僕らのごはんは明日で待ってる」 109 分 

中島裕翔 主演 

瀬尾まいこ 原作 

市井昌秀 監督 

2017 年作品 

日時 12 月 15 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 31

55 分 

「 I Love スヌーピー 」 

クリスマスおはなし会 

12 月 16 日（日） 出演：クローバー 

「ぼくは王さま 
たまごとめいたんてい」 

バリアフリー映画 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報管理 すぐメモする人がうまくいく 堀 宏史 自由国民社 002.7

絵本 絵本は心のへその緒 松居 直 ブックスタート 019.5

写本 世界で最も美しい12の写本 クリストファー・デ・ハーメル 青土社 022.2

雑学 日本人の9割がやっている間違いな選択 ホームライフ取材班/編 青春出版社 049

生と死 「死」とは何か シェリー・ケーガン 文響社 114.2

心理療法 「気にしい」のもやもやが消える方法 根本 橘夫 WAVE出版 146.8

手相 よくわかる手相 仙乙 恵美花/監修 西東社 148.1

名言 世界の名言名句1001 ロバート・アープ/責任編集 三省堂 159.8

歴史 逆転の大戦争史 オーナ・ハサウェイ/他 文藝春秋 209.7

歴史 輪切りの江戸文化史 鈴木 健一/編 勉誠出版 210.5

伝記 チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館/編 中央公論新社 289.1/ｱﾝ

旅行案内 ファーストクラスで世界一周 たかせ 藍沙 ブックマン社 290.9

日本 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ 原書房 302.1

政治
図解でわかる14歳から知る日本戦後
政治史

インフォビジュアル研究所 太田出版 312.1

地方政治 47都道府県政治地図 八幡 和郎 啓文社書房 318.2

憲法 憲法についていま私が考えること 日本ペンクラブ/編 KADOKAWA 323.1

国際協力 国境なき助産師が行く 小島 毬奈 筑摩書房 329.3

問題解決 トヨタ式5W1H思考 桑原 晃弥 KADOKAWA 336.2

簿記 要点をギュッ!はじめての簿記図鑑 葛西 安寿 池田書店 336.9

秘密結社 秘密結社 ジャン・ピエール・イスブ 日経ナショナルジオグラフィック社 361.6

労働者 ノマド ジェシカ・ブルーダー 春秋社 361.8

育児 パパとママの育児戦略 ファザーリング・ジャパン repicbook 366.3

中高齢者 没イチ 小谷 みどり 新潮社 367.7

万引 万引き依存症 斉藤 章佳 イースト・プレス 368.6

介護 あなたが介護で後悔する35のこと 上村 悦子 講談社 369.2

学習法 超高速暗記術 鬼頭 政人 大和書房 379.7

料理の歴史 ジビエの歴史 ポーラ・ヤング・リー 原書房 383.8

供養 ペットと葬式 鵜飼 秀徳 朝日新聞出版 387

科学 魂に息づく科学 リチャード・ドーキンス 早川書房 404

魔方陣 魔方陣の世界 大森 清美 日本評論社 410.7

顔 損する顔得する顔 山口 真美 朝日新聞出版 469.4

動物保護 絶滅できない動物たち M.R.オコナー ダイヤモンド社 480.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2018年12・2019年1月号



鳥類 鳥が好きすぎて、すみません 細川 博昭 誠文堂新光社 488.0

生と死 最高の死に方と最悪の死に方 近藤 誠 宝島社 490.1

癌 がんを防ぐライフスタイル 中泉 明彦 第三文明社 491.6

親子関係
老いた親へのイラッとする気持ちが
スーッと消える本

榎本 睦郎 永岡書店 493.1

高血圧
高血圧を予防する減塩なのにおいし
いレシピ

氏家 弘/監修 マイナビ出版 493.2

排尿障害 尿トレ 山西 友典/医療監修 方丈社 494.9

舌 あなたの老いは舌から始まる 菊谷 武 NHK出版 497.9

長寿法
「日本人の体質」研究でわかった長
寿の習慣

奥田 昌子 青春出版社 498.3

料理 冷凍保存でかんたん嚥下食 あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版 498.5

建築 日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会 エクスナレッジ 523.1

文房具 仕事を効率化するビジネス文具 菅 未里 ポプラ社 589.7

洋裁 着物リメイクでずっと着られる服 日本ヴォーグ社 593.3

編物 かぎ針あみの冬ごもり Ronique 文化学園文化出版局 594.3

髪形 グレイヘアの美しい人 主婦の友社 595.4

料理 並べて焼くだけ!こんがりおかず 牛尾 理恵 学研プラス 596

料理 具だくさんおにぎり 中村 美穂 文化学園文化出版局 596.3

菓子 ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ 今井 ようこ 家の光協会 596.6

紅茶 おいしい紅茶の図鑑 山田 栄/監修 主婦の友社 596.7

育児 ママが楽になる絵本レシピ31 景山 聖子 小学館 599.8

こけ植物 コケリウム 陶 武利/監修 笠倉出版社 627.8

飼育 犬ごはんの教科書 俵森 朋子 誠文堂新光社 645.6

接客 自分も相手も幸せになる最高の気遣い 中川 奈美 自由国民社 673.3

絵画 へんな西洋絵画 山田 五郎 講談社 723

絵手紙 よくわかるモダン絵てがみ 村西 恵津 日本ヴォーグ社 724.4

書道 筆ペンで書くお店のゆる文字 宇田川 一美 誠文堂新光社 728

折紙 折り紙で作る花と動物大全集 小林 一夫 アップルミンツ 754.9

童謡 童謡百年史 井上 英二 論創社 767.7

歌劇団 寝ても醒めてもタカラヅカ!! 牧 彩子 平凡社 775.4

麻雀 今日からはじめる健康マージャン入門 日本健康麻将協会/監修 朝日新聞出版 797.5

社交 おとなママの会話術 辰巳 渚 岩崎書店 809.2

日本語 一生役立つ語彙力の育て方 石黒 圭/他 KADOKAWA 814

英語
写真で見る看板・標識・ラベル・
パッケージの英語表現

ランサムはな クロスメディア・ランゲージ 834

日本文学 文学はおいしい。 小山 鉄郎 作品社 910.2

俳句 夏井いつきの季語道場 夏井 いつき NHK出版 911.3

作家 父より娘へ谷崎潤一郎書簡集 谷崎 潤一郎 中央公論新社 915.6

闘病記 脱産後うつ ミィ 講談社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 50歳になるって、あんがい、楽しい。 岸本 葉子 大和書房 B Eキシ

文庫 ひぐまのキッチン 石井 睦美 中央公論新社 B Fイシ

文庫 真実は間取り図の中に 皆藤 黒助 KADOKAWA B Fカイ

文庫 サトミとアオゲラ探偵 松尾 由美 ポプラ社 B Fマツ

エッセイ 鎌倉の家 甘糟 りり子 河出書房新社 Eアマ

エッセイ 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠 るい/他 産業編集センター Eコデ

エッセイ となりの脳世界 村田 沙耶香 朝日新聞出版 Eムラ

エッセイ 楽しく百歳、元気のコツ 吉沢 久子 新日本出版社 Eヨシ

小説 凛の弦音(つるね) 我孫子 武丸 光文社 Fアビ

小説 人間狩り 犬塚 理人 KADOKAWA Fイヌ

小説 一緒にお墓に入ろう 江上 剛 扶桑社 Fエガ

小説 死神刑事(デカ) 大倉 崇裕 幻冬舎 Fオオ

小説 死神の選択 嘉山 直晃 産業編集センター Fカヤ

小説 あれは誰を呼ぶ声 小嵐 九八郎 アーツアンドクラフツ Fコア

小説 銀河食堂の夜 さだ まさし 幻冬舎 Fサダ

小説 人喰観音 篠 たまき 早川書房 Fシノ

小説 高天原-厩戸皇子の神話 周防 柳 集英社 Fスオ

小説 明治銀座異変 滝沢 志郎 文藝春秋 Fタキ

小説 ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社 Fチネ

小説 ドライブインまほろば 遠田 潤子 祥伝社 Fトオ

小説 その先の道に消える 中村 文則 朝日新聞出版 Fナカ

小説 叙述トリック短編集 似鳥 鶏 講談社 Fニタ

小説 月夜見エクリプス 野阿 梓 徳間書店 Fノア

小説 ねじれびと 原 宏一 祥伝社 Fハラ

小説 ある男 平野 啓一郎 文藝春秋 Fヒラ

小説 黄金の代償 福田 和代 KADOKAWA Fフク

小説 時代 本城 雅人 講談社 Fホン

小説 30センチの冒険 三崎 亜記 文藝春秋 Fミサ

小説 刀と算盤 谷津 矢車 光文社 Fヤツ

小説 第六天の魔王なり 吉川 永青 中央公論新社 Fヨシ

外国文学 インヴィジブル ポール・オースター 新潮社 933

外国文学 用心棒 デイヴィッド・ゴードン 早川書房 933

外国文学 サンダルウッドは死の香り ジョナサン・ラティマー 論創社 933

外国文学 人間たちの庭 レーナ・クルーン 西村書店 993.6

小説・エッセイ

新着図書案内　2018年１２・2019年１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

しゅうきょう 世界とつながるみんなの宗教ずかん 中村 圭志/監修 ほるぷ出版 160

てんのう 天皇と元号の大研究 高森 明勅/監修 PHP研究所 288

へいわ 戦争なんか大きらい! 子どもの本・九条の会 大月書店 319

ちょうどうけん 聴導犬こんちゃんがくれた勇気 高橋 うらら 岩崎書店 369

すうがく アリになった数学者 森田 真生 福音館書店 410

かせき ああ、愛しき古生物たち 土屋 健 笠倉出版社 457

どうぶつ すごいぜ!!動物スポーツ選手権 新宅 広二 辰巳出版 480

ロボット 日本のロボット 奥村 悠/監修 岩崎書店 548

てつどう はっけん!鉄道NIPPON ヴィトゲン社/編 PHP研究所 686

オリンピック これがオリンピックだ 舛本 直文 講談社 780

しょうぎ ひふみんのワクワク子ども詰め将棋 加藤 一二三 実務教育出版 796

ことわざ ことわざキャラクター図鑑 深谷 圭助/監修 日本図書センター 814

おはなし おはなしどうぶつえん さいとう しのぶ PHP研究所 913

おはなし 教室に幽霊がいる!? 藤重 ヒカル 金の星社 913

おはなし ジャンプ!ジャンプ!ジャンプ!! イノウエ ミホコ ポプラ社 913

おはなし 冒険は月曜の朝 荒木 せいお 新日本出版社 913

おはなし 右手にミミズク 蓼内 明子 フレーベル館 913

おはなし 流星と稲妻 落合 由佳 講談社 913

おはなし 吟遊詩人ビードルの物語 J.K.ローリング 静山社 933

おはなし リスのたんじょうび トーン・テレヘン 偕成社 949

えほん ありがとうんぴ コロッケ/他 文溪堂

えほん いもむしパン つぼい じゅり PHP研究所

えほん おほしさまのちいさなおうち 渡辺 鉄太 瑞雲舎

えほん キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー 鈴木出版

えほん クレーンからおりなさい!! ティベ・フェルトカンプ フレーベル館

えほん ザワザワ!おばけのおたのしみかい 大木 あきこ 新日本出版社

えほん タローズ モラグ・フッド 小学館

えほん チキンライスがいく。 はらぺこめがね あかね書房

えほん どんどんばしわたれ こばやし えみこ/案 こぐま社

えほん はずがしがりやのきょうりゅうクランチ シロッコ・ダンラップ 早川書房

えほん ぱんだがころんで… 得田 之久 童心社

えほん ぼくのくつしたおまけつき 礒 みゆき ひさかたチャイルド

えほん みんな、星のかけらから ジーン・ウィリス フレーベル館

えほん ムカッやきもちやいた かさい まり くもん出版

えほん れいぞうこのおくのおく うえだ しげこ 教育画劇


