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図書館だより いずみさの 

図書館からのお知らせ

夏本番！照りつける太陽の日差しがより一層、強烈な季節になりました。そんな時は涼し

い図書館でゆったりと本を読みませんか？もちろん、夏休みに役立つ本も豊富にそろってい

ます！ご来館、お待ちしております。 

 

今月の展示ピックアップ
図書館ではそれぞれの館でテーマを決めて様々な本を展示・紹介しています。 

その中から 2つを紹介！ 気になるテーマがあればぜひ手にとって見てください。 

その他各館のテーマについて次のページでも紹介しています。 

中央図書館 入口  

11月に、泉佐野市立中央図書館にてボードゲー

ム体験イベントを開催します。意外とはまる！楽

しめる！ご家族やお友達同士で楽しんで頂ける

本とイベント展示、あわせてご覧ください。 

日根野公民館図書室 

みんな大好き、せなかがゾクゾクするこわーいお

ばけやゆうれい、怪談、妖怪の本が大集合！ 

この夏は本を読んで暑さをふっとばそう！！ 

 

「レッツ！ボードゲーム！！」 「こわーい おばけ」 

機器の入れ替えと蔵書点検のため 
 

休館中の図書の返却は、返却ポストをご利用ください。 

ビデオやＤＶＤ、ＣＤ、カセットテープ、他館借用本は、返却ポストには

入れないようにお願いいたします。 
 

泉佐野市立図書館は全館休館いたします 

 

＊１０月１日（火）から通常通り開館します。 

期間 9 月17 日（火）から9 月30 日（月） 



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）―――――――――――― 

定 員 ： 各８組 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館  TEL072-469-7130 

      8月 6日（火）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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

佐野公民館図書室 

「危機管理はじめよう」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「おいしい本？をめしあがれ！」 

・児童コーナー 

「自由研究・調べる学習コンクール」 

長南公民館図書室 

「世界にとびだす」 

北部公民館図書室 

「世界のお祭り」 

各館での展示テーマ
展示テーマ・使われている資料は、館内の検索機や HPの「特集コーナー」で見ることができます。 

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２回は 8月２8日（水）です。 

２０１９年度第２回 

えほんのひろば 

イオンモール日根野 1階、であいの広場で「えほんのひろば」を開催します。 

「えほんのひろば」では自由にくつろぎながら絵本を読むことができます。 

絵本の読み聞かせや手あそびなどのおはなし会もありますのでお気軽にお越しください！ 

 
日 時 ： 9月 1日（日）午前 11時 30分～午後３時３０分 

場 所 ： イオンモール日根野１階 であいの広場 

申込不要・参加無料 

図書館活用術 

涼しい館内でも長時間の滞在では、熱中症の予防のために水分補給が必要です。 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館の１階エントランスには、飲食可能な

カフェコーナーがありますのでぜひご利用ください。 

※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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

妖怪いじわるスマートフォン 土屋 富士夫 PHP 研究所 低学年向け 

10分で読めるこわい話 1年生 藤田 のぼる 学研 低学年向け 

笑い猫の 5分間怪談 那須田 淳 KADOKAWA 中学年向け 

幽霊船から来た少年 ブライアン・ジェイクス 早川書房 高学年向け 

ゴースト館の謎  あさの あつこ 講談社 高学年向け 

藤重 ヒカル 作 金の星社     

教育実習生の柚木が来てから、学校のコンピューター室で不思議なことが起こり始め

た！小学４年の秀太たちはその不思議な謎を探るために放課後、コンピューター室へ向

うと・・・果たして幽霊は本当にいるのだろうか！？ 

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。 

 大半の人が知っている鳥、“ウグイス”。春になるとよく鳴き声を耳にする鳥

です。しかし、ウグイスの生態を詳しく知っていますか？本書はそんな鳥たち

の生態を様々な角度から解説しています。これを読めば、鳥の鳴き声通になる

かもしれません！ 

「ぼくを忘れないで」 

ネイサン・ファイラー 著  

古草 秀子 訳 堀川 直子 装画 内海 由 装幀 東京創元社  933 

 

「おおかみさんいまなんじ?」 

中川 ひろたか 文   学研  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

マシュー・ホームズにはとても大好きな兄・サイモンがいました。しかし、

あることが原因で兄を亡くしてしまいます。兄が亡くなったのは自分のせいだ

と思いつめ、いつしかマシューには幻聴が聞こえるようになります。 

ひつじさんたちが朝早くからお出かけします。お出かけをした先で“おおかみ

さん”に会い「いまなんじ？」と聞きます。伝承遊び「おおかみさん いまなん

じ？」を元にした絵本です。中川ひろたか先生による楽しい読み聞かせ動画を以

下のＵＲＬからご覧いただけます。 

http://www.youtube.com/watch?v=k6td68k3dN4 

教室に幽霊がいる!? 

      

 

「鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学」 

松田 道生 著  理論社 488.9 

 



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 

8 月 7 日 ・ 21 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 8・9 月号 No.110 

201９年 8 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 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

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。 

８月 ９月 

４５分 「ぼくの防空壕」 

9 月 4 日 

 

５０分 

日時  8 月 10 日（土）  午後 2 時から 

日時  9 月 14 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 

「マンマ・ミーア！」 １０９分 

メリル・ストリープ 主演 

フィリダ・ロイド 監督 

2008 年作品 

日時 8 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 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

夏休み親子劇場 おやこ De 人形劇 

「おじゃる丸  満月ロード危機一髪」 

 

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 

演目：人形劇「ひなどりとねこ」など 約 40 分 

会場：長南公民館  ２階多目的室 

8 月 4 日（日）  午前 11 時から 

人形劇団「ひまわり」による 

親子で楽しめる人形劇！！ 

申込み不要・会場の都合により 70 名まで 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

学問 京大変人講座 酒井 敏/他 三笠書房 002.7

インターネット ネット検索が怖い 神田 知宏 ポプラ社 007.3

書評 小説という毒を浴びる 桜庭 一樹 集英社 019.9

心理学 「かわいい」のちから 入戸野 宏 化学同人 140.7

錯視 世界一不思議な錯視アート 北岡 明佳 カンゼン 145.5

人生訓 人間の本性 丹羽 宇一郎 幻冬舎 159

氏神 「あなた担当の神様」のみつけかた 真壁 辰郎 飛鳥新社 172

歴史 知られざる弥生ライフ 譽田 亜紀子 誠文堂新光社 210.2

アメリカ史 一冊でわかるアメリカ史 関 眞興 河出書房新社 253.0

天皇 諡 野村 朋弘 中央公論新社 288.4

地理学 現役東大生の世界一おもしろい教養講座 西岡 壱誠 実務教育出版 290.1

温泉 さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう! 山崎 まゆみ 河出書房新社 291.0

時事 疑う力 堀江 貴文 宝島社 304

政治地理 世界地図を読み直す 北岡 伸一 新潮社 312.9

国際紛争 140字の戦争 デイヴィッド・パトリカラコス 早川書房 319

日本外交 13歳からの日本外交 孫崎 享 かもがわ出版 319.1

裁判 名作裁判あの犯人をどう裁く? 森 炎 ポプラ社 327.6

投資 世界で一番カンタンな投資とお金の話 村上 世彰/他 文藝春秋 338.1

租税 日本一やさしい税法と税金の教科書 西中間 浩 日本実業出版社 345

人間関係 「言い返す」技術 五百田 達成 徳間書店 361.4

保育 0歳から楽しめるふわふわタオルあそび 松家 まきこ 学研教育みらい 376.1

英語教育 子どもの未来を広げる「おやこえいご」 小田 せつこ プチ・レトル 379.9

民間信仰 日本の民俗信仰を知るための30章 八木 透 淡交社 387

数学 この数学,いったいいつ使うことになるの? Hal Saunders 共立出版 410

皮膚 皮膚はすごい 傳田 光洋 岩波書店 463.9

花 47都道府県・花風景百科 西田 正憲/他 丸善出版 472.1

動物学 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村 悦子 ベレ出版 481.3

動物学 鳥頭なんて誰が言った? エマニュエル・プイドバ 早川書房 481.7

人体 医者も驚いた!ざんねんな人体のしくみ 工藤 孝文 青春出版社 491.3

予防接種 子どもと親のためのワクチン読本 母里 啓子 双葉社 493.9

更年期 プレ更年期1年生 対馬 ルリ子/監修 つちや書店 495.1

口腔衛生 100歳まで自分の歯を残す4つの方法 齋藤 博 講談社 497.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年8・9月号



ヨガ 椅子に座って、いつでもできる着席ヨーガ 赤根 彰子 KADOKAWA 498.3

食生活 糖質制限の大百科 江部 康二/監修 洋泉社 498.5

住宅建築 聞き書き伝統建築の家 原田 紀子 農山漁村文化協会 527

石けん ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下 和美 エクスナレッジ 576.5

ファッション 50歳からのおしゃれを探して 後藤 由紀子 KADOKAWA 589.2

家事 家事のワンオペ脱出術 佐光 紀子 エクスナレッジ 590

木工 これ一冊ではじめる!日曜大工 山田 芳照 ナツメ社 592.7

裁縫
はじめてでもきちんと作れるゆかた、
甚平、作務衣

日本ヴォーグ社 593.1

料理 なにしろ、親のごはんが気になるもので。 金子 文恵 家の光協会 596

漬物 ぬか漬け帖 有元 葉子 筑摩書房 596.3

弁当 おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当 阪下 千恵 日東書院本社 596.4

冷菓 アイスクリーム&シャーベット 木村 幸子 主婦の友インフォス 596.6

収納 キッチンがたった1日で劇的に片づく本 阪下 千恵 主婦と生活社 597.5

除草 草取りにワザあり! 西尾 剛 誠文堂新光社 615.6

稲 だれでもできる小さい田んぼでイネつくり 笹村 出 農山漁村文化協会 616.2

栽培 野菜とハーブの水耕栽培 北条 雅章/監修 ブティック社 626.9

航空機
「おもろい」働き方で社員も会社も急
上昇するPeachのやりくり

井上 慎一 東洋経済新報社 687.0

表装 掛軸 藤井 弘之/監修 メイツ出版 724.9

漫画評論 手塚治虫とトキワ荘 中川 右介 集英社 726.1

絵本研究 かこさとしの世界 平凡社 726.6

ゴム版画 京楽堂の消しゴムはんこコレクション 京楽堂 主婦の友インフォス 736

発声法 楽しく鍛えてみるみる若返る!声トレ 川島 由美 ナツメ社 767.1

バレエ バレリーナのお手本で学ぶバレエ・レッスン 湯川 麻美子/指導 新書館 769.9

不正転売 チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A 山下 貴司/他 第一法規 770.9

声優 プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道 藤津 亮太/インタビュー 河出書房新社 772.1

スポーツ栄養学 スポ飯 橋本 玲子 ベースボール・マガジン社 780.1

アウトドア アウトドアテクニック図鑑 寒川 一 池田書店 786

釣り よくわかる海ルアーの選びかた ケイエス企画 787.1

eスポーツ 1億3000万人のためのeスポーツ入門 但木 一真/編著 NTT出版 798.5

四字熟語 先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 カラビナ/編 ナツメ社 814.4

読書感想文
親子の対話ですいすい書ける!はじめて
の読書感想文

藤田 利江 子どもの未来社 816

英語 日本語が英語と出会うとき 今野 真二 研究社 833.3

文学論 泥酔文学読本 七北 数人 春陽堂書店 904

古典文学 平安ガールフレンズ 酒井 順子 KADOKAWA 910.2

手記 ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子 文藝春秋 916

手記 僕が夫に出会うまで 七崎 良輔 文藝春秋 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 後宮の夜叉姫 仁科 裕貴 KADOKAWA B Fニシ

文庫 高校事変 松岡 圭祐 KADOKAWA B Fマツ

エッセイ 世界の美しさをひとつでも多く見つけたい 石井 光太 ポプラ社 Eイシ

エッセイ もう一度花咲かせよう 残間 里江子 中央公論新社 Eザン

エッセイ いくつになっても 中野 翠 文藝春秋 Eナカ

エッセイ 女はいつも四十雀 林 真理子 光文社 Eハヤ

小説 御苑に近き学び舎に 荒木 源 京都新聞出版センター Fアラ

小説 ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 ダイヤモンド社 Fイケ

小説 キュー 上田 岳弘 新潮社 Fウエ

小説 彼女たちの場合は 江國 香織 集英社 Fエク

小説 何度でも、紙飛行機がとどくまで 大城 密 KADOKAWA Fオオ

小説 とむらい屋颯太 梶 よう子 徳間書店 Fカジ

小説 金剛の塔 木下 昌輝 徳間書店 Fキノ

小説 誰そ彼の殺人 小松 亜由美 幻冬舎 Fコマ

小説 待ち遠しい 柴崎 友香 毎日新聞出版 Fシバ

小説 魔法を召し上がれ 瀬名 秀明 講談社 Fセナ

小説 ひよこ太陽 田中 慎弥 新潮社 Fタナ

小説 マタタビ町は猫びより 田丸 雅智 辰巳出版 Fタマ

小説 悪の五輪 月村 了衛 講談社 Fツキ

小説 いも殿さま 土橋 章宏 KADOKAWA Fドバ

小説 119 長岡 弘樹 文藝春秋 Fナガ

小説 育休刑事(デカ) 似鳥 鶏 幻冬舎 Fニタ

小説 暁天の星 葉室 麟 PHP研究所 Fハム

小説 キャバレー ビートたけし 文藝春秋 Fビト

小説 綾峰音楽堂殺人事件 藤谷 治 ポプラ社 Fフジ

小説 友達未遂 宮西 真冬 講談社 Fミヤ

小説 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子 光文社 Fモロ

小説 つみびと 山田 詠美 中央公論新社 Fヤマ

外国文学 回復する人間 ハン ガン 白水社 929.1

外国文学 図書館司書と不死の猫 リン・トラス 東京創元社 933

外国文学 国語教師 ユーディト・W.タシュラー 集英社 943.7

外国文学 イタリアン・シューズ ヘニング・マンケル 東京創元社 949.8

外国文学 パリ警視庁迷宮捜査班 ソフィー・エナフ 早川書房 953.7

外国文学 七つのからっぽな家 サマンタ・シュウェブリン 河出書房新社 963

小説・エッセイ

新着図書案内　2019年8・9月号



児童書

ないよう ぶんるい

コンピューター 子どものためのウェブデザイン入門 ヴァンデン-ヒューヴェル 教育画劇 007

てつがく しあわせって、なに? オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 151

でんき 自由への道 池田 まき子 学研プラス 289

しごと 2030年のハローワーク 図子 慧 KADOKAWA 366

しょうがいしゃ わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美 旬報社 369

まつり 世界一おもしろいお祭りの本 ロブ・フラワーズ 創元社 386

じっけん 小学生のおもしろ科学実験身近なふしぎを発見! キッズ科学ラボ メイツ出版 407

かせき 化石ハンター 小林 快次 PHP研究所 457

いきもの 海の生きものつかまえたらどうする? 杉本 幹 偕成社 481

てつどう 世界のてつどう図鑑2000 スタジオタッククリエイティブ 536

うちゅう 宇宙探査ってどこまで進んでいる? 寺薗 淳也 誠文堂新光社 538

しょくぶつ 庭に咲く花えほん 前田 まゆみ あすなろ書房 627

アスリート 歴史を変えた50人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー 創元社 780

ことば 13歳からの「差がつく!言葉えらび」レッスン 覚来 ゆか里 メイツ出版 809

おはなし お絵かき禁止の国 長谷川 まりる 講談社 913

おはなし 世界は「 」で満ちている 櫻 いいよ PHP研究所 913

おはなし よろしくパンダ広告社 間部 香代 学研プラス 913

おはなし 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー 徳間書店 933

おはなし 月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル 評論社 933

おはなし ぼくがいちばんききたいことは アヴィ ほるぷ出版 933

おはなし タテルさんゆめのいえをたてる ステファン・テマーソン エクスナレッジ 989

えほん アブラ・カダブラ・カタクリコ きたむら さとし BL出版

えほん いきもの漢字図 えざき みつる あすなろ書房

えほん おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール 評論社

えほん 火山はめざめる はぎわら ふぐ 福音館書店

えほん こんにちは、ばいばい サトシン 神宮館

えほん すきなひと 桜庭 一樹 岩崎書店

えほん ぞうさんうんちしょうてんがい ねじめ 正一 くもん出版

えほん たんけん!空港のしごと クライブ・ギフォード 世界文化社

えほん どっちからよんでも 本村 亜美 絵本館

えほん なまえのないねこ 竹下 文子 小峰書店

えほん ばらいろのかさ アメリー・カロ 福音館書店

えほん ひょうたんれっしゃ 齋藤 槇 アリス館

えほん まよなかのせおよぎ 近藤 未奈 講談社

えほん もりのおうちのきいちごジュース ハヤ・シェンハヴ 徳間書店

えほん 夜のあいだに テリー・ファン ゴブリン書房


