
２０１９年 １２・２０２０年１月号 Ｎｏ.１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

年末年始の休館について

風が冷たくなってきました。そんな時はあたたかい室内でまったりと過ごすのもよいです

ね。室内で過ごす時のお供にお気に入りの本を読んでみませんか？ 

図書館では様々な本をご用意して皆様のご来館をお待ちしております。 

館長だより 

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。 

木枯らしが吹き始め冬の訪れを感じる今日この頃ですが、泉佐野市の図書館では各

館、クリスマスを実感するクリスマス・アドベントカレンダーや、意外な読書がで

きる本の福袋で寒さを吹き飛ばす熱い読書運動を展開しています。皆様もぜひ読書

の冬を図書館で体験してみてください。 

泉佐野市立図書館は 

2019年12/29（日）～ 2020年1/4（土）まで休館いたします。 
＊北部公民館図書室は、12/27（金）の 10時 30分～12時まで開館し、 

12/28（土）～1/５（日）まで休館いたします。 

2019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。 

＊北部公民館図書室は 12/7から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。 

 

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・日根野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いただけません。） 

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。 

 

 

 

 

 

年始は1/5（日）から開館いたします。 （北部公民館図書室は 1/6（月）から） 



詳しくは、チラシ・ホームページをご覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

参加無料 

この機会にぜひ外国語のおはなしの世界を楽しんでください。 

 
佐野公民館図書室 

日時：12 月 21 日（土） 

午後２時～２時３０分 

定員：先着１０名まで 

外国語のおはなし会 

日時：12 月 11 日（水）・25 日（水） 

午前１１時～１１時３０分 

講師：塩田 カレンさん・塩田 和明さん 

カレン先生の英語でおはなし会 

中央図書館 

外国語のおはなし会 

期間：１2 月 1 日（日）～２５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！ 

クリスマスまであと何日？アドベントカレンダー 

本の福袋 
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２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：2019 年 12 月 21 日（土）・22 日（日） 

   ＊北部公民館図書室は日曜が休館のため、21 日（土）・23 日（月）に行います。 

対象：一般向け・子ども向け（絵本・児童書） 

個数：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 各 2５袋 

日根野公民館図書室     各１０袋 

佐野公民館図書室              一般８袋・子ども１０袋 

   長南公民館図書室              各 ８袋 

北部公民館図書室              各 ６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２冊分空きがあることを確認してからお持ちください。 

図書館バックヤードツアー 

普段は見ることができない、図書館の裏側をのぞいてみませんか？ 

書庫や移動図書館いちょう号の車庫などへご案内します。体験コーナーもご用意しています！ 

日時：２０２０年１月１９日（日）  

①午前の部（子ども向け） 午前１０時～１１時  

②午後の部（大人向け）  午後２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 

定員：各回１０名（同伴者含む・先着順） 

受付：１月７日（火）午前９時３０分から電話又は窓口で受付 

… 小学生（保護者同伴可） 

…… 中学生以上 

申込不要・参加無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

炎をきりさく風になって フランシス・ポレッティ/他 汐文社 低学年向け 

かけっこ 西薗 一也 あかね書房 低学年向け 

スイーツ駅伝 二宮 由紀子 文溪堂 中学年向け 

クッキーとコースケ さとう まきこ 小峰書店 中学年向け 

幽霊ランナー 岡田 潤 金の星社 高学年向け 

エリザベス・レアード 作 評論社     

エチオピア生まれの少年“ソロモン”の夢はオリンピックのランナー選手になるこ

とです。ある時、年老いたじいちゃんとアディスアベバの街に行くことになりました。

そこで目にしたオリンピック選手たちのパレードに心を奪われます。 

「僕も絶対ランナーになって、金メダルを取る」と誓うのです。 

 

 

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。 

 歌舞伎の名作と言われている演目とそれぞれの「ゆかりの場所・名所」など

を解説を交えて紹介しています。 

歌舞伎の世界を読んで楽しみませんか。 

 

「たそがれダンサーズ」 

桂 望実 著  中央公論新社 F カツ 

「はっぱのゆうびんやさん」 

高田 桂子 文  文研出版  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

楽しいこともつらいことも経験してきた定年前後のおじさん達が“社交ダン

ス”を始めることになりました。競技会を目指して社交ダンスの練習に明け暮

れるおじさん達。チーム名は“ビギナーズメン”いったいどんなダンスを披露

してくれるのでしょうか！？ 

七色海 

ゆうびんきょくちょうのチョウチョさんはキツネさんにたのまれて“はっぱ

のはがき”を配達することになりました。でも、お届け先がたくさんあるので

“あおむしのイッチくん”にお手伝いを頼みました。さあ、あおむしのイッチ

くんは無事にはがきを届けることができるのでしょうか。 

僕がのはら 

世界一のランナー 

      

 

「歌舞伎さんぽ」 

小田 豊二 文 タムラ フキコ 絵  柏書房 774.0 

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北部公民館図書室のみ、 

12 月 27 日は 12 時までの開館となります。 

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 

12 月 ４日 ・ １８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 12・2020 年 1 月号 No.112 

201９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

/ 

は休館日 ＊の日は中央図書館のみ開館 

 

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 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。 

１２月 １月 

８0 分 「くるみ割り人形」 

1 月１５日 

 

82 分 

日時  １２月 14 日（土）  午後 2 時から 

日時   １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 

「博士の愛した数式」 １17 分 

寺尾聰/深津絵里 主演 

小泉堯史 監督 

小川洋子 原作 2005 年作品 

日時 12 月 21 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。 

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 

クリスマスおはなし会 

12 月 15 日（日）   出演：クローバー 

 

日曜・祝日おはなし会 

「アイスエイジ」 

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 

お問い合わせ 

バリアフリー映画 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報産業 VRが変えるこれからの仕事図鑑 赤津 慧 光文社 007.3

図書館 彼岸の図書館 青木 真兵/他 夕書房 016.2

宇宙論 宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤 邦武 筑摩書房 112

日本思想 日本の哲学者とお茶を飲む 白取 春彦 東邦出版 121.0

ノート術 人生を変える記録の力 メンタリストDaiGo 実務教育出版 140.4

人生訓 同窓会に行けない症候群 鈴木 信行 日経BP 159

人生訓 ほどよい“居場所”のつくりかた 菅原 圭 朝日新聞出版 159.7

仏教 お寺の掲示板 江田 智昭 新潮社 180.4

仏像 阿弥陀・薬師・観音・不動 大法輪閣編集部/編 大法輪閣 186.8

日本史 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山崎 圭一 SBクリエイティブ 210.1

歴史 南の島のよくカニ食う旧石器人 藤田 祐樹 岩波書店 219.9

ヨーロッパ史 月下の犯罪 サーシャ・バッチャーニ 講談社 234.7

天皇 「日本国紀」の天皇論 百田 尚樹/他 産経新聞出版 288.4

伝記 海峡に立つ 許 永中 小学館 289.2キヨ

日本 英語で紹介する日本 松本 美江 ナツメ社 291

選挙運動 最新事例解説すぐわかる選挙運動 三好 規正 イマジン出版 314.8

経済 小さき者の幸せが守られる経済へ 浜 矩子 新日本出版社 330.4

経営戦略 ビジネスを変える100のブルーオーシャン 日経BP総研/編著 日経BP 336.1

紙幣 紙幣の日本史 加来 耕三 KADOKAWA 337.4

人間関係 LINE上手 浮世 満理子 徳間書店 361.4

親子関係 母と娘はなぜ対立するのか 阿古 真理 筑摩書房 367.2

スマートフォン 親が知らない子どものスマホ 鈴木 朋子 日経BP 367.6

介護福祉 これで安心!働きながら介護する 川上 由里子 技術評論社 369.2

夜間保育 真夜中の陽だまり 三宅 玲子 文藝春秋 369.4

言語発達 赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 針生 悦子 中央公論新社 376.1

竜 ドラゴンの教科書 ダグラス・ナイルズ 原書房 388

科学技術研究 科学者が消える 岩本 宣明 東洋経済新報社 409.1

幾何学 美しい幾何学 谷 克彦 技術評論社 414

地図 地図帳の深読み 今尾 恵介 帝国書院 448.9

人類学 文化がヒトを進化させた ジョセフ・ヘンリック 白揚社 469.4

老化 老化って言うな! 平松 類 PHP研究所 491.3

脳卒中 脳卒中の再発を防ぐ本 平野 照之/監修 講談社 493.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年12・2020年1月号



救急医療 救急車が来なくなる日 笹井 恵里子 NHK出版 498.0

健康法 動かないゼロトレ 石村 友見 サンマーク出版 498.3

科学技術 世界を変える100の技術 日経BP/編 日経BP 504

海洋汚染 海洋プラスチック汚染 中嶋 亮太 岩波書店 519.4

城 戦国の山城を極める 加藤 理文/他 学研プラス 521.8

建築 東京建築遺産さんぽ 大内田 史郎 エクスナレッジ 523.1

地域福祉 まちの居場所 日本建築学会/編 鹿島出版会 526.3

業務改革 味の素「残業ゼロ」改革 石塚 由紀夫 日本経済新聞出版社 588.0

ファッション おしゃれの制服化 一田 憲子 SBクリエイティブ 589.2

生活 ベニシアと正、人生の秋に 梶山 正/他 風土社 590.4

家政 夫が知らない家事リスト 野々村 友紀子 双葉社 590.4

洋裁 刺しゅうでお直し 藤本 裕美 産業編集センター 593.3

着付け 10分でキレイに結ぶ帯結びの基本 弓岡 勝美/監修 世界文化社 593.8

編物 美しい編みもの 日本ヴォーグ社 594.3

美容
あなたの人生を変える美容・アンチエ
イジング医療

木下 孝昭 現代書林 595

料理 フライパンで10分!ごちそう煮込み 市瀬 悦子 学研プラス 596

料理 賢い冷蔵庫 瀬尾 幸子 NHK出版 596

野菜 この野菜はこう食べる 笠原 将弘 家の光協会 596.3

地域開発 人が集まる場所をつくる 国分 裕正 白夜書房 601.1

剪定 オーガニック植木屋の剪定術 ひきちガーデンサービス 築地書館 627.7

飼育 手づくり犬ごはん 須崎 恭彦/監修 枻出版社 645.6

鉄道 日本の鉄道路線 山崎 宏之 ミネルヴァ書房 686.2

航空 日本のローカル航空 秋本 俊二 河出書房新社 687.2

日本画 いちからわかる円山応挙 岡田 秀之 新潮社 721.6

ペン習字 万年筆で書ける楽しいゆる文字 宇田川 一美 実務教育出版 728.9

スポーツ医学 アスリートは歳を取るほど強くなる ジェフ・ベルコビッチ 草思社 780.1

野球 超二流 野村 克也 ポプラ社 783.7

ロープ ロープワーク 水野 隆信/監修 山と溪谷社 786.1

サイクリング 60歳からはじめる自転車ライフ 辰巳出版 786.5

忍者 戦国忍びの作法 山田 雄司/監修 G.B. 789.8

茶道 マボロシの茶道具図鑑 依田 徹 淡交社 791.5

言語生活
読む・書く・話すを極める大人の言語
スキル大全

齋藤 孝 KADOKAWA 809

日本文学 日本のヤバい女の子 はらだ 有彩 柏書房 910.2

詩歌 恋人たちはせーので光る 最果 タヒ リトルモア 911.5

旅行記 この道をどこまでも行くんだ 椎名 誠 新日本出版社 915.6

手記 介護のうしろから「がん」が来た! 篠田 節子 集英社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 疫病神のキセキ・サポート 藍沢 羽衣 ポプラ社 B Fアイ

文庫 紅蓮館の殺人 阿津川 辰海 講談社 B Fアツ

文庫 真夜中だけの十七歳 櫻 いいよ ポプラ社 B Fサク

文庫 ひとよ 長尾 徳子 集英社 B Fナガ

文庫 モンスターと食卓を 椹野 道流 KADOKAWA B Fフシ

文庫 よろず屋お市 誉田 龍一 早川書房 B Fホン

文庫 ベルサイユのゆり 吉川 トリコ 新潮社 B Fヨシ

文庫 堕落刑事 ジョセフ・ノックス 新潮社 B 933

エッセイ 迷いながら生きていく 五木 寛之 PHP研究所 Eイツ

エッセイ 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 小川 糸 扶桑社 Eオガ

エッセイ 「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野 栄子 KADOKAWA Eカド

エッセイ 空から森が降ってくる 小手鞠 るい 平凡社 Eコデ

エッセイ べらぼうくん 万城目 学 文藝春秋 Eマキ

エッセイ 旅の作法、人生の極意 山本 一力 PHP研究所 Eヤマ

小説 私の家 青山 七恵 集英社 Fアオ

小説 どうしても生きてる 朝井 リョウ 幻冬舎 Fアサ

小説 天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐 貴久 PHP研究所 Fイガ

小説 ベーシックインカム 井上 真偽 集英社 Fイノ

小説 小箱 小川 洋子 朝日新聞出版 Fオガ

小説 縁 小野寺 史宜 講談社 Fオノ

小説 菊花の仇討ち 梶 よう子 文藝春秋 Fカジ

小説 新蔵唐行き 志水 辰夫 双葉社 Fシミ

小説 太陽はひとりぼっち 鈴木 るりか 小学館 Fスズ

小説 まほり 高田 大介 KADOKAWA Fタカ

小説 巡礼の家 天童 荒太 文藝春秋 Fテン

小説 奔る男 堂場 瞬一 中央公論新社 Fドウ

小説 ロス男 平岡 陽明 講談社 Fヒラ

小説 時空旅行者の砂時計 方丈 貴恵 東京創元社 Fホウ

小説 人間 又吉 直樹 毎日新聞出版 Fマタ

外国文学 雪が白いとき、かつそのときに限り 陸 秋槎 早川書房 923.7

外国文学 戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ 作品社 933

外国文学 アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス 双葉社 933

外国文学 「失われた時を求めて」の完読を求めて 鹿島 茂 PHP研究所 953.7

外国文学 最後の手紙 アントニエッタ・パストーレ 亜紀書房 973

小説・エッセイ

新着図書案内　2019年12・2020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

ひと 人間図鑑 いろは出版/編著 いろは出版 031

いきかた 生き抜くチカラ 為末 大 日本図書センター 159

れきし お札に描かれる偉人たち 楠木 誠一郎 講談社 281

せかいちり
大人になったら行ってみたい!世界のふ
しぎな風景図鑑

パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル 290

しゃかい 図解でわかる!10歳からの「府省」のしくみ 「子どもと社会」研究会 メイツ出版 317

うちゅう 宇宙の終わりってどうなるの? 佐藤 勝彦/監修 誠文堂新光社 440

かせき 世界の鉱物・岩石・化石・貝・大図鑑 ダン・グリーン スタジオタッククリエイティブ 459

いきもの 先生、ウンチとれました 牛田 一成 さ・え・ら書房 481

まんぼう マンボウは上を向いてねむるのか 澤井 悦郎 ポプラ社 487

みず わきだせ!いのちの水 たけたに ちほみ フレーベル館 518

くるま はたらくくるま300+ 講談社 537

りょうり こびとの台所 上田 のりこ 星の環会 596

しぜん きほんの木 姉崎 一馬/写真 アリス館 653

しょうぎ どんどん強くなるこども将棋勝てる手筋がわかる本 中村 太地/監修 池田書店 796

のりもの のりもの100だいあいうえおずかん スタジオタッククリエイティブ 811

おはなし イモムシ偏愛記 吉野 万理子 光文社 913

おはなし 境い目なしの世界 角野 栄子 理論社 913

おはなし だれもしらない図書館のひみつ 北川 チハル 汐文社 913

おはなし にじ姫さまのいるところ 上山 和音 保育社 913

おはなし まじょかもしれない? 服部 千春 岩崎書店 913

おはなし もうひとつの曲がり角 岩瀬 成子 講談社 913

おはなし 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平 新日本出版社 913

おはなし 金魚ははらぺこっ!! H.M.ボウマン 文研出版 933

おはなし 世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン 東京創元社 933

おはなし 名探偵カッレ 城跡の謎 アストリッド・リンドグレーン 岩波書店 949

おはなし 恋する図書室 五十嵐 美怜 集英社 BJ 913

えほん あおいアヒル リリア 主婦の友社

えほん おしょうがつバス 藤本 ともひこ 鈴木出版

えほん かべのすきま 中西 翠 アリス館

えほん こうさくはっちゃん おすしやさん ひらぎ みつえ 小学館

えほん しちふくじんのかみかみレストラン 柳沢 幸江/監修 少年写真新聞社

えほん スプーンコプター 竹与井 かこ アリス館

えほん どうぶつパンパン ザ・キャビンカンパニー 白泉社

えほん まてまてドーナツ わたなべ ちいこ フレーベル館

えほん やすみのひ 小池 壮太 ブロンズ新社

えほん わたしは生きてるさくらんぼ デルモア・シュワルツ ほるぷ出版


