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図書館だより いずみさの 

樹木が芽吹き、花咲き乱れるさわやかな季節となりました。新生活をはじめる方、新天地 

に赴く方、あるいは新しい何か・誰かを迎え入れたという方もいらっしゃるかと思います。 

     泉佐野市立図書館ではこの 4月から「日根野公民館図書室」が新たに加わり、 

     昨春開室した第三中学校区の「北部公民館図書室」と合わせて１館４室体制に 

     なりました。より身近でより便利になった泉佐野市立図書館に皆様で足をお運 

び下さい。 

館長だより 

図書館からのお知らせ
 

日根野公民館図書室オープン！ 

場  所：泉佐野市日根野 1660-1 

（JR日根野駅から徒歩 18分） 

電話番号：072-468-0808 

開館時間：9：30～17：00 

休 館 日：毎週月曜日 

祝日 

月末最終木曜日 

（図書整理休館日） 

     年末年始 

特別図書整理（蔵書点検）期間 

 ＊2019年3月まで移動図書館いちょう号で巡回していた日

根野小学校（いちょう号ステーション）は、「日根野公民館

図書室」開室につき、４月からの巡回を終了いたします。 

○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 

 

北部公民館図書室は 2019年 4月 2日、皆様に支えられ開室 1周年を迎えます！ 

開室 1周年を記念し、北部公民館図書室で貸出をしてくださいました皆様に、お 1人様 1枚 

“しおり”をプレゼントいたします。しおりは全部で４種類！なくなり次第終了します。 

お早めにご来館下さい。 

 



日 時 ： 4月 29日（月・祝） 

午後 2時～2時 30分まで 

場 所 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 1階おはなし室 

対 象 ： 子どもから大人まで （ 申込み不要・参加無料 ） 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

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）― 

②まねまねヨーガ（よちよち期～２歳児）―――――――――――― 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

      ５月８日（水）９時３０分より電話にて受付開始します。 

10時～10時 45分 

11時 15分～12時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おりがみでこいのぼりをつくろう！ 

 

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 

「コミュニケーション力 UP！」 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「新生活応援本」 

・児童コーナー 

「紙 -かみ-」 

 

長南公民館図書室 

「心機一転」 

・入口 

「花いっぱい」 

 

青空を気持ちよさそうに泳いでいる「こいのぼり」をおりがみで一緒に作りましょう！ 

作ったこいのぼりは中央図書館のおはなし室に展示します。 

おりがみは図書館で用意していますのでお気軽にご参加ください。 

北部公民館図書室 

「読むクスリ」（一般） 

「学校へ行こう」（児童） 

＊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。 

はまのゆか読み聞かせイベント 

 

「きょう なにしてた？」 

 泉佐野市出身の絵本作家 はまのゆかさんの、新作絵本にちなんだ親子で参加できるイベントです。 

図書館員のおはなし会だけでなく、はまのさんによる新作絵本の読み聞かせが楽しめます。 

製作秘話についてもインタビューできるかも？ 

日 時 ： 5月 4日（土・祝） 

午後 2時～3時 30分（開場午後１時４５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 ： 50名（ 申込み不要・参加無料 ） 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

おやこヨガ 
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！ 

2019年度第 1回は 5月２9日（水）です。 

２０１９年度第１回 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

こねこムーのあたらしいともだち 江崎 雪子 ポプラ社 低学年向け 

新しい日がはじまるよ ウォン・ハーバート・イー 小峰書店 低学年向け 

華花さんのあたらしい家 田中 良子 ポプラ社 中学年向け 

ジャミールの新しい朝 クリスティーン・ハリス くもん出版 中学年向け 

エンジェルとあたらしい家族 ジュディ・デルトン 朔北社 高学年向け 

岩瀬 成子 作  岩崎書店     

みきとるいの姉妹に、新しく弟ができました。でもお父さんもお母さんもおばあちゃ

んも、赤ちゃんのことばかり！弟が生まれたことで変わっていく家族に、戸惑いながら

も成長する姉妹のお話です。 

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。 

 柔道の父・嘉納治五郎の偉業は、講道館を創建しただけではなかった…。教育

者としても尽力し、マラソンの父・金栗四三の師でもあり、日本初のオリンピッ

ク招致に奔走した嘉納治五郎の人生を徹底解説。 

「跳ぶ男」 

青山 文平 著  文藝春秋  Fアオ 

 

「やぎこ先生いちねんせい」 

ななもり さちこ 文  福音館書店  913 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

土地も金も水も米も、何もかもがないない尽くしの藤戸藩。藤戸藩の道具役（能

役者）の長男として生まれた屋島剛は、母と友を立て続けに亡くし、以来能だけ

を生きがいとしていた。ある日、１６歳で急死した藤戸藩主の身代わりとして立

てられることになり…。 

やぎやま小学校に、「先生１年生」のやぎこ先生がやって来ました。入学した

ての１年生子やぎたちとハラハラドキドキの１年生がスタートしましたが、やぎ

こ先生ばかり何度も事件をおこしてしまい…。 

 

あたらしい子がきて   

      

 

「嘉納治五郎  オリンピックを日本に呼んだ国際人」 

真田 久 著  潮出版社  789.2 

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

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 

4 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  

201９年 4・5 月号 No.10８ 

201９年 4 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

/ 

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*

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。 

４月 ５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 

「日本の昔ばなし  
69 分 

「名犬ラッシー」 

5 月 1 日 ・ 15 日 

 

90 分 

日時  4 月 13 日（土）  午後 2 時から 

日時  5 月 11 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 

「BALLAD 名もなき恋のうた」 132 分 

草彅剛・新垣結衣 主演 

山崎貴 監督・脚本 2009 年作品 

日時 ４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。 

4 月 21 日（日） 出演：紙ひこうき 

  5 月 26 日（日） 出演：クローバー 

 

町のねずみと田舎のねずみほか」 

 

  

レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

 TEL 072-469-7130 

TEL 072-463-6035 

TEL 072-465-1101 

TEL 072-469-5171 

TEL 072-468-0808 

移動図書館いちょう号 

佐 野 公 民 館 図 書 室 

長 南 公 民 館 図 書 室 

北 部 公 民 館 図 書 室 

日根野公民館図書室 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報管理 メモの魔力 前田 裕二 幻冬舎 002.7

画像処理 Photoshopはじめての教科書 齋藤 香織 SBクリエイティブ 007.6

読書 最後の読書 津野 海太郎 新潮社 019.0

感覚 「感じる」を育てる本 レイチェル・イザドラ ディスカヴァー・トゥエンティワン 141.2

中高年齢者 定年後の人生を変えるアドラー心理学 八巻 秀/監修 講談社 143.7

人生訓 世界でたったひとりの自分を大切にする 鈴木 秀子 文響社 159

人生訓 にぎやかだけど、たったひとりで 丸尾 孝俊/他 幻冬舎 159

ことわざ 日本のことわざを心に刻む 岩男 忠幸 東邦出版 159.8

歴史 村役人のお仕事 山崎 善弘 東京堂出版 210.5

行幸 明治天皇の聖蹟を歩く　西日本編 打越 孝明 KADOKAWA 288.4

温泉 いま行きたい関西の温泉 京阪神エルマガジン社 291.6

中国 さいはての中国 安田 峰俊 小学館 302.2

時事評論 文藝春秋オピニオン2019年の論点100 文藝春秋 304

時事評論 日本が売られる 堤 未果 幻冬舎 304

政治 官房長官と幹事長 橋本 五郎 青春出版社 312.1

政治 福岡市を経営する 高島 宗一郎 ダイヤモンド社 318.2

相続法 自分でできる!遺産分割調停・審判の進め方 松村 武/他 日本法令 324.7

経済 「10%消費税」が日本経済を破壊する 藤井 聡 晶文社 332.1

経営 NEW POWER ジェレミー・ハイマンズ ダイヤモンド社 336.1

能率 仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる! 飯田 剛弘 明日香出版社 336.2

仮想通貨 トコトンやさしいブロックチェーンの本 上野 仁 日刊工業新聞社 338

金融 日銀破綻 藤巻 健史 幻冬舎 338.2

所得税
ぶっちゃけ税理士が教える確定申告の
いちばん得するスゴ技

松波 竜太 宝島社 345.3

地方財政 “財政が厳しい”ってどういうこと? 今村 寛 ぎょうせい 349

デマ フェイクニュースを科学する 笹原 和俊 化学同人 361.4

家族関係 ステップファミリーのきほんをまなぶ SAJ/他編 金剛出版 367.3

詐欺 地面師 森 功 講談社 368.6

難民 わたしは13歳、シリア難民。 国境なき子どもたち/編 合同出版 369.3

児童虐待 思春期からの子ども虐待予防教育 森岡 満恵 明石書店 375.5

パネルシアター たっぷり!年中行事シアター ひかりのくに編集部/編 ひかりのくに 376.1

健康教育 感染症対策サポート・ブック 藤井 祐子/監修 メイト 376.1

就職面接 採用側の本音を知れば就職面接は9割成功する 渡部 幸 KADOKAWA 377.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年4・5月号



吃音 どもる子どもとの対話 伊藤 伸二/他編著 金子書房 378.5

親子関係 パパのための娘トリセツ 小野寺 敦子/監修 講談社 379.9

嗅覚 嗅覚はどう進化してきたか 新村 芳人 岩波書店 481.3

遺伝子診断 10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち マーク・ジョンソン/他 紀伊國屋書店 491.6

健康管理 女性のための「検査」がわかる本 小橋 隆一郎 主婦の友社 492.1

アスペルガー よくわかる女性のアスペルガー症候群 司馬 理英子 主婦の友社 493.7

認知症 ゆかいな認知症 奥野 修司 講談社 493.7

発達障害 発達障害がよくわかる本 本田 秀夫/監修 講談社 493.9

医学 あなたの指先、変形していませんか? 笠原 巖 自由国民社 494.7

医療費 いのちの値段 読売新聞医療部 講談社 498.0

育児 「小さないのち」を守る 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 498.7

排尿障害 自分で治す!頻尿・尿もれ 関口 由紀 洋泉社 495.4

婦人衛生 はたらく女性のコンディショニング事典 岩崎 一郎/他監修 クロスメディア・パブリッシング 498.3

3Dプリンタ わかる!使える!3Dプリンター入門 水野 操 日刊工業新聞社 501.8

左官 絵でつづる塗り壁が生まれた風景 小林 澄夫 農山漁村文化協会 525.5

宇宙開発 宇宙飛行士に聞いてみた! ティム・ピーク 日本文芸社 538.9

編物 かぎ針編みの帽子 アップルミンツ 594.3

料理 白崎裕子の料理とおやつ 白崎 裕子 農山漁村文化協会 596

スープ ちょっと不調を感じたときのスープとドリンク 石澤 清美 誠文堂新光社 596

料理 野菜のおいしい冷凍・解凍 鈴木 徹/他著 毎日新聞出版 596.3

料理 じゃがいも×ワタナベマキ=食感 ワタナベ マキ 誠文堂新光社 596.3

果実 名前がわかる!フルーツ&ベジタブル図鑑 主婦の友社/編 主婦の友社 625

飼育 ねこの法律とお金 渋谷 寛/監修 廣済堂出版 645.7

アナウンサー しなくていいがまん 小林 麻耶 サンマーク出版 699.3

美術館 カフェのある美術館 青い日記帳/監修 世界文化社 706.9

デッサン 5分で人物をとらえる!クロッキー20日間速習帳 糸井 邦夫/監修 廣済堂出版 725

配色 イラスト、漫画のための配色教室 松岡 伸治 エムディエヌコーポレーション 726.5

邦画 一切なりゆき 樹木 希林 文藝春秋 778.2

骨髄移植 僕が骨髄提供をした理由(わけ)。 木下 ほうか 辰巳出版 778.2

ドーピング Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本 同文舘出版 780.1

フィギュアスケート
観戦力が高まる!フィギュアスケート
「美」のツボ

今井 遙 誠文堂新光社 784.6

日本語 大人の語彙力ノート　どっちが正しい?編 齋藤 孝 SBクリエイティブ 814

俳句 俳句づくりに役立つ!旧かな入門 山西 雅子 NHK出版 911.3

川柳 悲しみゴリラ川柳 室木 おすし 朝日新聞出版 911.4

日記 一私小説書きの日乗　新起の章 西村 賢太 本の雑誌社 915.6

闘病記 最後の「愛してる」 前田 朋己 幻冬舎 916

手記 うちの子もいじめられました 鈴木 真治 WAVE出版 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 九十九書店の地下には秘密のバーがある 岡崎 琢磨 角川春樹事務所 B Fオカ

文庫 祈りの守 春坂 咲月 早川書房 B Fハル

文庫 暁に奔る 誉田 龍一 双葉社 B Fホン

文庫 ジャパネスク・リスペクト! 我鳥 彩子/他 集英社 B F

文庫 宝石/遺産 モーパッサン 光文社 B 953.6

エッセイ いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川 佐和子 中央公論新社 Eアガ

エッセイ 駄目な世代 酒井 順子 KADOKAWA Eサカ

エッセイ 人生の十か条 辻 仁成 中央公論新社 Eツジ

エッセイ 森には森の風が吹く 森 博嗣 講談社 Eモリ

エッセイ 猫も老人も、役立たずでけっこう 養老 孟司 河出書房新社 Eヨウ

小説 早朝始発の殺風景 青崎 有吾 集英社 Fアオ

小説 田沼スポーツ包丁部! 秋川 滝美 幻冬舎 Fアキ

小説 草々不一 朝井 まかて 講談社 Fアサ

小説 境内ではお静かに 天祢 涼 光文社 Fアマ

小説 髪結百花 泉 ゆたか KADOKAWA Fイズ

小説 聖者が街にやって来た 宇佐美 まこと 幻冬舎 Fウサ

小説 ダンシング・マザー 内田 春菊 文藝春秋 Fウチ

小説 残心 鏑木 蓮 徳間書店 Fカブ

小説 子なし専業主婦ですが何か? 倉本 まなか 文芸社 Fクラ

小説 流砂 黒井 千次 講談社 Fクロ

小説 光まで5分 桜木 紫乃 光文社 Fサク

小説 青山に在り 篠 綾子 KADOKAWA Fシノ

小説 あなたの愛人の名前は 島本 理生 集英社 Fシマ

小説 悲願花 下村 敦史 小学館 Fシモ

小説 宝島 真藤 順丈 講談社 Fシン

小説 神のダイスを見上げて 知念 実希人 光文社 Fチネ

小説 救済 長岡 弘樹 講談社 Fナガ

小説 ばけばけ 那須 正幹 ポプラ社 Fナス

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 さよならの夜食カフェ 古内 一絵 中央公論新社 Fフル

小説 作りかけの明日 三崎 亜記 祥伝社 Fミサ

外国文学 82年生まれ、キム・ジヨン チョ ナムジュ 筑摩書房 929.1

外国文学 拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー 早川書房 933

外国文学 ブルーバード、ブルーバード アッティカ・ロック 早川書房 933

小説・エッセイ

新着図書案内　2019年4・5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

プログラミング 10歳からのプログラミング 中野コンテンツネットワーク協会 オーム社 007

れきし 古代オリンピックへタイムワープ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版 231

ちり 世界あっちこっちくらし探検 スージー・レイ 汐文社 290

けいさつけん がんばれ、アンズ! 鈴木 博房 岩崎書店 317

ぼうさい ぼくらの災害サバイバルBOOK 国崎 信江/監修 主婦の友社 369

しょうがっこう 小学生になったら図鑑 長谷川 康男/監修 ポプラ社 376

としでんせつ 図解大事典未確認生物UMA ながた みかこ 新星出版社 480

どうぶつ ふしぎ!?なんで!?毒生物おもしろ超図鑑 柴田 佳秀 西東社 481

からだ おしっこ“小”百科 ヤクプ・プラヒー 河出書房新社 491

おせん クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀 旬報社 519

うちゅう きみは宇宙飛行士! ロウイー・ストーウェル 偕成社 538

タイピング 小学生のためのタイピングスタディブック 学研プラス/編 学研プラス 809

おはなし エレベーターのふしぎなボタン 加藤 直子 ポプラ社 913

おはなし 学校へ行こう いとう ひろし 理論社 913

おはなし この川のむこうに君がいる 濱野 京子 理論社 913

おはなし たまねぎとはちみつ 瀧羽 麻子 偕成社 913

おはなし 星空の人形芝居 熊谷 千世子 国土社 913

おはなし おじいちゃんの大脱走 デイヴィッド・ウォリアムズ 小学館 933

おはなし ミラクル シヴォーン・パーキンソン 金の星社 933

おはなし リスの森ひっこし大作戦 リン・レイ・パーキンス 偕成社 933

えほん おおかみのおなかのなかで マック・バーネット 徳間書店

えほん こぐまのアーリーとあかいぼうし わだ あい BL出版

えほん ゴッホの星空 バーブ・ローゼンストック ほるぷ出版

えほん たいこたたきの少年 バーナデット・ワッツ 西村書店

えほん たぬきのおもち せな けいこ 金の星社

えほん どこがながいかわかる? みやにし たつや 金の星社

えほん にじいろのしあわせ マーロン・ブンド 岩崎書店

えほん ぶぅぶぅママ 小路 智子 BL出版

えほん ふたをぱかっ 新井 洋行 KADOKAWA

えほん ベンソン先生にあたしはきっと☆はもらえない ジェニファー・K.マン 光村教育図書

えほん ぼくはフクロウ フィリップ・バンティング BL出版

えほん ぼくはなにいろのネコ? ロジャー・デュボアザン 子ども文庫の会

えほん 星のひとみ 石井 睦美 KADOKAWA

えほん みんなおやすみなさい ダイアン・マルドゥロー イマジネイション・プラス

えほん やまがあるいたよ 長 新太 亜紀書房

えほん やまもりラーメン 赤川 明 文研出版


