
２０１９年２・３月号 Ｎｏ.１０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

館長だより 

 図書館や市内の学校園などで活躍されているボランティアグループ 

「おはなしの会 ルピナス」様より、大型絵本 3冊（「はじめてのおつかい」「はらぺこ

あおむし」「ぐりとぐら」）をご寄贈いただきました。「おはなしの会 ルピナス」の皆様、

この度はありがとうございました。 

また中央図書館では来る 3月 23日（土）にルピナス様と人形劇団ひまわり様による

「コラボイベント」を開催予定です。どうぞふるってご参加ください。 

まだまだ寒い日が続きます。暖かい部屋でゆったりと過ごすのも良いですね。図書館では、

定期的にテーマに沿った本の展示をしております。ゆったりとしたひと時を過ごすお供とし

て、季節に合った本やオススメの本など手に取って見てはいかがでしょうか？ 

図書館からのお知らせ

古本交換市 
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２3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 

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（金）～2月 22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・北部公民館図書室 

受付方法： ご自宅で読み終えて不要になった本を、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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「作ってみよう！」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・中央入口 

「時代小説いろいろ」 

・中央吹き抜け 

「芥川賞・直木賞 読んでみよう！」 

「しあわせお菓子」 

・児童コーナー 

「ほんとうにわるもの？」 

長南公民館図書室 

「あなたが最初の読者です 

＊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 

「空を見上げよう」 

・みんなの読書応援隊 

「昔話」 

 

リサイクル本市 
  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 2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。 

～貸出回数 0回の本～」 

図書館活用術 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館の１階エントランスに、 

飲食可能なカフェコーナーがあることはご存知でしょうか？ 

自動販売機のほかに、休憩のできるテーブルといすをご用意しております。 

あたたかいコーヒーをお供に、じっくりと読書をするのはいかがでしょうか。 

※図書館閲覧室、２階フリールーム、２階視聴覚室、２階エントランスと階段部分は変わらず

飲食禁止ですので、購入された飲料・食べ物などの持ち込みはご遠慮ください。 

※カフェコーナーには自動販売機のカップとカップのふた・ペットボトル用のゴミ箱を設置し

ています。その他のゴミはお持ち帰りくださいますよう、お願いいたします。 

図書館でホットひといき 

祝・北部公民館図書室 開室１周年記念 

“しおり”プレゼント！ 
期 間 ： 4月 2 日（火）から なくなり次第終了 

対 象 ： 北部公民館図書室で資料の貸出をされた方 
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本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

モンスター・ホテルでパトロール 柏葉 幸子 小峰書店 低学年向け 

ようかいとりものちょう 大崎 悌造 岩崎書店 低学年向け 

はんぴらり！ 廣嶋 玲子 童心社 中学年向け 

源平の風 斉藤 洋 偕成社 高学年向け 

異界から落ち来る者あり 上下 香月 日輪 理論社 高学年向け 

富安 陽子 作  理論社      

化野原団地には、先住妖怪たちが人間に混じって暮らしています。 

地下１２階に住む九十九さん一家も、別々の妖怪たちが家族になって『ご近所さんを食べ

ちゃダメ』という大切なルールを守っています。 

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。 

夫婦ゲンカはなぜ起こる？ケンカになりがちな夫婦の会話を、事例ごとに妻側

と夫側の気持ちの流れと一緒に徹底解析。ケンカに発展しにくくなる会話事例を

公開しています。夫の返事集や、妻のトリセツも掲載。 

「いつか深い穴に落ちるまで」 

山野辺 太郎 著  河出書房新社  Fヤマ 

 

「おじいちゃんがペンギンやったとき」 

モラグ・フッド 作  小学館  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

敗戦から数年たったある時、運輸省の若手官僚は「底のない穴をあけよう」と、

国家の新事業『日本－ブラジル間・直線ルート開発計画』を発案した。 

その意思を引き継いだ大手建設会社の子会社に勤務する広報係・鈴木一夫は、

この事業の謎めいた存在理由について調査を開始するが…。 

おじいちゃんの家に行ったら、おじいちゃんの様子がなんだかおかしい。つり

の話ばかりして、服もちゃんと着ない。おまけに魚のにおいもする。年をとった

せいだと思っていたら、動物園から電話がかかってきて…？ 

妖怪一家九十九
つ く も

さん 

      

 

「妻と正しくケンカする方法 その言い方が女をキレさせる」 

小林 美智子 著  大和書房 367.3 

 



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 

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 

2 月 6 日 ・ 20 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 

中央図書館  ２階視聴覚室 

いずみさの図書館だより  

2019 年 2・3 月号 No.107 

2019 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 

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。 

２月 ３月 

3 月 6 日 ・ 20 日 

 

100 分 

日時   2 月 9 日（土）  午後 2 時から 

日時    3 月 9 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 

「ベイブ」 92 分 

ジェームズ・クロムウェル 主演 

ジョージ・ミラー 脚本 

クリス・ヌーナン 監督 2003 年作品 

日時  2 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 

 

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

30 分+25 分 

「 キャスパー 」 

「がんばれ！ルルロロ 

しあわせのおやつ / ふたりっていいね」 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催：3 月 23 日（土）  

出演：おはなしの会「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 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

アルゴリズム トコトンやさしいアルゴリズムの本 坂巻 佳壽美 日刊工業新聞社 007.6

図書館 図書館さんぽ 図書館さんぽ研究会/編 駒草出版 010.2

読書 私が食べた本 村田 沙耶香 朝日新聞出版 019.9

起源 「日本の伝統」という幻想 藤井 青銅 柏書房 031.4

怒り 怒らないコツ 植西 聰 自由国民社 141.6

カウンセリング 大丈夫。人間だからいろいろあって 香山 リカ 新日本出版社 146.8

心霊研究 冥界からの電話 佐藤 愛子 新潮社 147

占星術 究極の占星術事典 ゲイリー・ゴールドシュナイダー KADOKAWA 148.8

人生訓 洞察のススメ 船ケ山 哲 きずな出版 159

人生訓 50歳からのいい女 TAKAKO かざひの文庫 159.7

歴史学 独学で歴史家になる方法 礫川 全次 日本実業出版社 201

歴史 日本国紀 百田 尚樹 幻冬舎 210.1

歴史 <海賊>の大英帝国 薩摩 真介 講談社 233.0

紀行 グッとくる横丁さんぽ 村上 健 玄光社 291.0

民法 今日から役立つ民法 鎌野 邦樹 ナツメ社 324

相続法 相続で絶対モメない遺産分割のコツ 佐山 和弘 家の光協会 324.7

少子化 無子高齢化 前田 正子 岩波書店 334.3

経営管理 お金は愛 小山 昇 ダイヤモンド社 336

人間関係 大人の対応力 齋藤 孝 ワニブックス 336.4

仮想通貨 仮想通貨の確定申告がわかる本 小山 晃弘 ゴマブックス 338

社会学 10代からの社会学図鑑 クリス・ユール 三省堂 361

人間関係 沈黙がコワい人のための聞き上手のコツ 本郷 陽二 朝日新聞出版 361.4

年金 人生100年時代の年金戦略 田村 正之 日本経済新聞出版社 364.6

消費者保護 あやしい催眠商法だましの全手口 ロバート・熊 自由国民社 365

女性 シニアシングルズ女たちの知恵と縁 大矢 さよ子/他 大月書店 367.7

性的マイノリティ LGBTと家族のコトバ LGBTER 双葉社 367.9

犯罪心理 サイコパスの言葉 クリストファー・ベリー=ディー エクスナレッジ 368.6

寄付 寄付をしてみよう、と思ったら読む本 渋澤健/他 日本経済新聞出版社 369.1

高齢者福祉 穏やかな死のために 石飛 幸三 さくら舎 369.2

家庭教育 子どもの「困った」が才能に変わる本 田嶋 英子 青春出版社 379.9

干支 十二支の民俗誌 佐藤 健一郎/他 八坂書房 382.1

タンパク質 どうして心臓は動き続けるの? 大阪大学蛋白質研究所/編 化学同人 464.2

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年2・3月号



水族館 大人のための水族館ガイド 錦織 一臣/監修・編 養賢堂 480.7

健康法 <あまり>病気をしない暮らし 仲野 徹 晶文社 490.4

細胞 人体はこうしてつくられる ジェイミー・A.デイヴィス 紀伊國屋書店 491.2

心臓 ぜんぶわかる心臓・血管の事典 古川 哲史/監修 成美堂出版 491.3

免疫学 生命科学の未来 本庶 佑 藤原書店 491.8

うつ病 ヒトはなぜうつ病になるのか ルイス・ウォルパート ミネルヴァ書房 493.7

妊娠
男性も女性も知っておきたい妊娠・
出産のリテラシー

齊藤 英和/他編 大修館書店 495.6

歯科学 歯は抜くな 岩田 有弘 文溪堂 497

姿勢
イラストでわかる疲れないカラダの
使い方図鑑

木野村 朱美 池田書店 498.3

食生活 100歳まで元気!おいしく健康300レシピ 岩崎 啓子 主婦の友社 498.5

工業 無人化と労働の未来 コンスタンツェ・クルツ/他 岩波書店 509.2

食品 奇跡のパン 阪上 雄司 KADOKAWA 588.3

ファッション コンプレックスを個性に変える 石田 純子/監修 主婦の友社 589.2

収納
片づけられない人はまずは玄関の靴
を数えましょう

井田 典子 主婦の友社 590

和服 着物の教科書 全日本きもの振興会/監修 新星出版社 593.8

手芸 うちの犬(コ)の服+小物 金子 俊雄 日本ヴォーグ社 594

編物 風工房の定番ニット 風工房 日本ヴォーグ社 594.3

パッチワーク ハギレを楽しむバッグ&ポーチ ブティック社 594.7

料理 料理が苦痛だ 本多 理恵子 自由国民社 596

料理 ばぁばの100年レシピ 鈴木 登紀子 文化学園文化出版局 596.2

菓子 あまくないからおいしいお菓子 坂田 阿希子 家の光協会 596.6

幼児食 子どもと食べたい作りおきおかず 中村 美穂 世界文化社 599.3

栽培 果樹栽培実つきがよくなる「コツ」の科学 三輪 正幸 講談社 625

造園 コケを楽しむ庭づくり 大野 好弘 講談社 629.7

チーズ チーズの絵本 かのう かおり mille books 648.1

接客 イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊 忠司 学研プラス 673.9

道路 廃道を歩く 石井 あつこ 洋泉社 685.2

写真撮影 すずちゃんの理解して学ぶカメラとレンズ 鈴木 知子 インプレス 742.5

金継ぎ はじめての金継ぎ 坂田 太郎/他監修 世界文化社 751

バレエ 大人のためのバレエの体づくり 大月 恵/監修 メイツ出版 769.9

芸能 「さみしさ」の研究 ビートたけし 小学館 779.9

駅伝 箱根駅伝強豪校の勝ち方 碓井 哲雄 文藝春秋 782.3

文学館 死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山 かおり エクスナレッジ 910.6

詩歌 許そう。 葉 祥明 日本標準 911.5

紀行記 曙光を旅する 葉室 麟 朝日新聞出版 915.6

ノンフィクション ホスピス病棟の夏 川村 湊 田畑書店 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 水晶庭園の少年たち 蒼月 海里 集英社 B Fアオ

文庫 ダービーパラドックス 島田 明宏 集英社 B Fシマ

文庫 ニャン氏の童心 松尾 由美 東京創元社 B Fマツ

エッセイ 牧子、還暦過ぎてチューボーに入る 内館 牧子 主婦の友社 Eウチ

エッセイ 針と糸 小川 糸 毎日新聞出版 Eオガ

エッセイ われは歌えどもやぶれかぶれ 椎名 誠 集英社 Eシイ

エッセイ 命の限り、笑って生きたい 瀬戸内 寂聴/他 光文社 Eセト

エッセイ 不良老人の文学論 筒井 康隆 新潮社 Eツツ

エッセイ お別れの色 吉本 ばなな 幻冬舎 Eヨシ

小説 雑賀のいくさ姫 天野 純希 講談社 Fアマ

小説 偽りのラストパス 生馬 直樹 新潮社 Fイク

小説 天下普請 稲葉 稔 双葉社 Fイナ

小説 入れ子の水は月に轢かれ オーガニックゆうき 早川書房 Fオガ

小説 それでも空は青い 荻原 浩 KADOKAWA Fオギ

小説 有村家のその日まで 尾崎 英子 光文社 Fオザ

小説 介護士K 久坂部 羊 KADOKAWA Fクサ

小説 キンモクセイ 今野 敏 朝日新聞出版 Fコン

小説 雨上がり月霞む夜 西條 奈加 中央公論新社 Fサイ

小説 その日、朱音は空を飛んだ 武田 綾乃 幻冬舎 Fタケ

小説 正しい愛と理想の息子 寺地 はるな 光文社 Fテラ

小説 ゴー・ホーム・クイックリー 中路 啓太 文藝春秋 Fナカ

小説 そこにいるのに 似鳥 鶏 河出書房新社 Fニタ

小説 私以外みんな不潔 能町 みね子 幻冬舎 Fノウ

小説 愉楽にて 林 真理子 日本経済新聞出版社 Fハヤ

小説 常設展示室 原田 マハ 新潮社 Fハラ

小説 はんぷくするもの 日上 秀之 河出書房新社 Fヒカ

小説 柳は萌ゆる 平谷 美樹 実業之日本社 Fヒラ

小説 海とジイ 藤岡 陽子 小学館 Fフジ

小説 芙蓉の干城(たて) 松井 今朝子 集英社 Fマツ

小説 熱帯 森見 登美彦 文藝春秋 Fモリ

小説 怪盗インビジブル 行成 薫 講談社 Fユキ

外国文学 鐘は歌う アンナ・スメイル 東京創元社 933

外国文学 淡い焰 ウラジーミル・ナボコフ 作品社 933

外国文学 炎の色 ピエール・ルメートル 早川書房 953.7

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

ずかん 地球なんでも大図鑑 DK社/編 東京書籍 033

しんり ふたご魔女の心理テスト 章月 綾乃 ポプラ社 140

でんき 恋するせつない歴史人物事典 大石 学/監修 学研プラス 281

でんき アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス/編 ポプラ社 289

ぶんか アイヌ文化の大研究 中川 裕 PHP研究所 382

うちゅう 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない ジョージ・チャム ダイヤモンド社 440

せいかつ しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦 良枝 白泉社 590

りょうり はじめてのお菓子レッスンBOOK 阪下 千恵 朝日新聞出版 596

でんしゃ おおさかの電車大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

ラグビー ラグビーが教えてくれること 村上 晃一 あかね書房 783

しゅわ はじめての子ども手話 谷 千春/監修 主婦の友社 801

こえ こどもアナウンスブック 常世 晶子/他 子どもの未来社 809

おはなし いいね! 筒井 ともみ あすなろ書房 913

おはなし おばあちゃんのわすれもの 森山 京 のら書店 913

おはなし 昨日のぼくのパーツ 吉野 万理子 講談社 913

おはなし 魔女が相棒?ねぐせのヤマネ姫 柏葉 幸子 理論社 913

おはなし 落語ねこ 赤羽 じゅんこ 文溪堂 913

おはなし その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス あすなろ書房 933

おはなし 野生のロボット ピーター・ブラウン 福音館書店 933

おはなし ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ 岩波書店 973

えほん あいさつできるよ リチャード・スキャリー 好学社

えほん 1日10分なるほど国旗のお話絵本 あきやま かぜさぶろう 白泉社

えほん オーロラの国の子どもたち イングリ・ドーレア 福音館書店

えほん だいだいだいすき 石津 ちひろ ハッピーオウル社

えほん でんせつのじゃんけんバトル ドリュー・デイウォルト 河出書房新社

えほん とろとっと 内田 麟太郎 くもん出版

えほん なりたいのは 長田 真作 絵本塾出版

えほん にぎやかなおでん 犬飼 由美恵 教育画劇

えほん ぬかどこすけ! かとう まふみ あかね書房

えほん ねむりどり イザベル・シムレール フレーベル館

えほん ハンナとシュガー ケイト・ベアビー イマジネイション・プラス

えほん 100年たったら 石井 睦美 アリス館

えほん まぼろしえほん 井上 洋介 鈴木出版

えほん もももすももも 新井 洋行 講談社

えほん ゆかいなアルファベットだいずかん アラン・サンダース 偕成社

えほん わたしのおじさんのロバ トビー・リドル あすなろ書房


