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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

古本交換市 ～本の有効活用をしよう～ 
2月 29日に開催予定でした古本交換市の振替日が決まりました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3部入替制で行います。 

 
日 時  9月 20日（日） 

１部 10時～12時 

２部 12時～14時 

３部 14時～16時 

  

 

 

ご来館の際はマスクの着用を

お願いいたします 

 

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 

古本交換市の交換券をお持ちで参加ご希望の方は交換券をご持参の上、以下の抽選期間中に

中央図書館へお越しください。 

※入場には事前抽選が必要です。交換券 1枚につき 1名の入場とさせていただきます。 

抽選期間 8月 12日（水）～9月 12日（土）（休館日除く） 

抽選場所 レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

 夏の映画会 
「ぼくは王さま たまごとめいたんてい」 上映時間 55分 

場 所：日根野公民館 3階 多目的室 

定 員：30名（事前受付） 

受 付：8月 4日（火）午前 9時 30分から電話のみで受付  

     先着順、定員になり次第受付終了。参加無料。 

申込・問合先  レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

         電話 072－469－7130 

 

日 時：8月 16日（日） 

午後 2時から（入場は午後 1時 45分から） 

 

小学生以上の方はマスク

の着用をお願いします 

 

新型コロナウイルスの影響により、開館日・開館時間の変更やイ

ベント等を中止する場合があります。その場合は、ホームページ等

でお知らせいたします。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

自分が読んで感銘を受けた本、他の人にもぜひ読んでもらいたいと思った本を教えてくださ

い！読書の楽しみを共有し、知らなかった新しい世界を知るきっかけにしてください。 

応募用紙は市立図書館ホームページ（http://library.city.izumisano.lg.jp/）からもダウンロー

ドできます。  

 

「おすすめの本」を教えてください 

対象    小学生以上 

受付期間   8 月 1 日（土）から 11 月 25 日（水）まで            

受付場所   市内各図書館窓口 

  展示期間   10 月 1 日（木）から 11 月 25 日（水）まで 

 

レイクアルスタープラザ・カワサキ 

 中央図書館 

長南公民館図書室 

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 移動図書館 いちょう号 

各館の紹介 ～泉佐野市の図書館を紹介します～ 

平成 30 年（2018 年）4 月に開室した明る

くて開放的な図書室です。 

小説や調べる本だけでなく、人権に関する本や

LL（エルエル）ブック（やさしくよめる）の本

などを所蔵しています。 

皆様のご来室をお待ちしております！ 

泉佐野市内で最も広く、最も蔵書数が多い図

書館です。館内には吹き抜けと大きな窓があ

り、開放感たっぷりのくつろげる空間となって

います。また、授乳室（赤ちゃんの駅）や、※読

み聞かせができるおはなし室もあり、幅広い年

代の方にご利用いただける図書館です。 

南海泉佐野駅から徒歩6分の佐野公民館2階

にあり、泉佐野市内で最も歴史の長い図書室で

す。分室の中では最多の蔵書数で、赤ちゃんか

らご年配の方まで幅広い年代の方にご利用いた

だいております。 

皆様の身近な本棚として、ぜひご活用ください。 

長南中学校前にある長南公民館 2 階にあ

り、明るく開放的な図書室です。 

小さい子どもさんと一緒でも利用しやすい

ように、※じゅうたんコーナーがあります。 

0 歳から楽しんでいただける小型絵本を多く

置いています。ぜひ一度ご来室ください。 

平成 31 年（2019 年）4 月に開室し、今年、

1 周年を迎えました。 

児童書の所蔵が多く、子どもたちの利用が多い

図書室です。 

テラスにはテーブルとイスがあり、天気がいい

日は外で読書をされる方もいらっしゃいます。 

約 3500 冊の本を乗せ、市内 29 か所を 3 週

間周期で巡回しています。今年から小学校への

巡回も増え、また、それ以外に月 2 回、第 1・

第3木曜日に南海泉佐野駅にて早朝巡回も行っ

ています。どうぞ、お近くに移動図書館が巡回

する際はお気軽にお越しください。 

※当面の間、閉鎖しております 

 ※当面の間、閉鎖しております 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

もりのおかしやさん 舟崎 靖子 偕成社 低学年向け 

イチゴの村のお話たち 6   おかしの家をたんけん! エム・エーフィールド 学研プラス 低学年向け 

恋する和パティシエール 3    工藤 純子 ポプラ社 中学年向け 

パティシエ☆すばる パティシエになりたい! つくも ようこ 講談社 中学年向け 

名作の中のお菓子物語 今田 美奈子 朝日学生新聞社 高学年向け 

 ナカオ マサトシ さく ポプラ社     

 アイスクリームが大すきな王さまがいました。ところが、せかいじゅうのいろいろな

アイスクリームを食べても、まんぞくできません。そんな王さまがよろこんだ、いちば

んおいしいアイスクリームとは？ 

たのしいアイスクリームがたくさん出てきます！ 

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。 

イタリア在住の著者が、日常に潜む美しいものを描く 15 編。ルネサンス時

代から続く港町で、ペストの時代の感染との戦いに思いを馳せる「リヴォルノ

の幻」など、深い人間模様を味わえます。 

 

「代表取締役アイドル」 

小林 泰三 著 文藝春秋 F コバ 

「ちびクワくん」 

やました こうへい 作 ほるぷ出版 えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

握手会で起こった事件のためにアイドル活動ができなくなった河野ささら。

そこに、ある大企業から社外取締役のオファーが来たが、そこはダメ会社で…。

敏腕美人秘書とともに、ささらは会社を救えるのか⁉ 

 

お手伝いがいやで家をとびだした、ちびクワくん。ほかの虫たちのなかまに

いれてほしいけど「とくいなこと」をたずねられて悩みます。ちびくわがたの

生態をふまえながら、迷路あそびなどもとりいれた楽しい絵本です。 

 

アイスクリームおうこく 

      

 

「サルデーニャの蜜蜂」 

内田 洋子 著 小学館 293.7 

 

今月号のテーマは [ おかし ] です。 

https://www.shogakukan.co.jp/books/09388774


開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

午後のキネマ 

   

 

 

 

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 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  

2020 年 8・9 月号 No.116 

2020 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.city.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 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。 

９月 

60 分 

9 月 2 日 ・ 16 日 

  

64 分 

おはなし会 

日時  8 月 8 日（土）  午後 2 時から 

日時  9 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 

「 家康、江戸を建てる 」 
145 分 

 佐々木 蔵之介・柄本 佑 出演 

 門井慶喜 原作 

日時 8 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 30 名まで 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

お知らせ 

「 ダンボ 」 

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 

「 おしりたんてい  

８月 

当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止策

として、 

【土曜子どもシアター】 

【午後のキネマ】 

【おはなし会】 

にご入場の際、連絡先をお伺いします。 

小学生以上の方はマスクの着用をお願いします。 

ご協力をお願いいたします。 

 

2019 年作品 

ププッブラウンものがたり 」 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報と社会 デジタル・AI時代の暮らし力 淺間 正通 南雲堂 007.3

インターネット Zoomはじめました 秋田 稲美 WAVE出版 007.3

図書館 公立図書館における指定管理者制度 水沼 友宏 樹村房 015

読書 ユーカリの木の蔭で 北村 薫 本の雑誌社 019.9

ジャーナリスト 伝える仕事 池上 彰 講談社 070.1

哲学 今ここを生きる勇気 岸見 一郎 NHK出版 104

思考 Think right ロルフ・ドベリ サンマーク出版 141.5

グリーフケア 死別の悲しみを乗り越えるために 長田 光展 彩流社 146.8

しきたり しきたりに込められた日本人の呪力 秋山 眞人 河出書房新社 147.1

身上相談 二枚腰のすすめ 鷲田 清一 世界思想社 159

歴史 天下人と二人の将軍 黒嶋 敏 平凡社 210.4

姓氏 47都道府県 名字の秘密がわかる事典 森岡 浩/監修 宝島社 288.1

伝記 ふだん着の寺田寅彦 池内 了 平凡社 289.1ﾃﾗ

旅行
“忘れたくない”をかたちにするmyト
ラベルノート

mini minor ワニブックス 290.9

イタリア サルデーニャの蜜蜂 内田 洋子 小学館 293.7

中高年 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ 筑摩書房 302.3

選挙 北欧の幸せな社会のつくり方 あぶみ あさき かもがわ出版 312.3

公文書 公文書危機 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 317.6

法律 おとめ六法 上谷 さくら/他 KADOKAWA 320

経済学 ナッジ!? 那須 耕介/他 勁草書房 331.0

少子化 日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? 山田 昌弘 光文社 334.3

ビジネス SDGs見るだけノート 笹谷 秀光/監修 宝島社 335.1

人事管理 部下が変わる本当の叱り方 吉田 裕児 明日香出版社 336.4

租税 人はなぜ税を払うのか 浜 矩子 東洋経済新報社 345.2

マンション マンション大規模修繕 竹山 清明 クリエイツかもがわ 365.3

介護術 イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 三好 春樹 永岡書店 369.2

家庭教育 家庭で育むしなやかマインドセット メアリー・ケイ・リッチ/他 明石書店 379.9

伝統捕鯨 ラマレラ最後のクジラの民 ダグ・ボック・クラーク NHK出版 382.2

文章術 理系の文章術 更科 功 講談社 407

多面体 正多面体は本当に5種類か 小林 吹代 技術評論社 414.1

紫外線 紫外線の社会史 金 凡性 岩波書店 425.5

雲 雲と出会える図鑑 武田 康男 ベレ出版 451.6

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2020年8・9月号



菌類 里山の地衣類ハンドブック 柏谷 博之/他 文一総合出版 474.9

だんごむし おどろきダンゴムシ図鑑 奥山 風太郎 幻冬舎 485.3

神経 つむじまがりの神経科学講義 小倉 明彦 晶文社 491.3

精神医学 心を病んだらいけないの? 斎藤 環/他 新潮社 493.7

医療 医者と病院をうまく使い倒す34の心得 山本 健人 KADOKAWA 498

食品衛生 食品添加物はなぜ嫌われるのか 畝山 智香子 化学同人 498.5

アロマ すぐ使えるアロマの化学 川口 三枝子 BABジャパン 499.8

城 古写真で見る幕末の城 三浦 正幸/監修 山川出版社 521.8

機関車 国鉄・JR機関車大百科 高橋 政士/他 天夢人 536.1

無線通信 決定版5G 片桐 広逸 東洋経済新報社 547.5

生活 さらに、やめてみた。 わたなべ ぽん 幻冬舎 590.4

洋裁 月居良子のワンピース 月居 良子 主婦と生活社 593.3

洗濯 ナチュラルおせんたく大全 本橋 ひろえ 主婦の友社 593.5

浴衣 原由美子の大人のゆかた 原 由美子 CCCメディアハウス 593.8

手芸 ちっちゃなフェルトのおきあがりこぼし ほふもふ工房 文化学園文化出版局 594.9

料理 高たんぱく質レシピ151 主婦の友社/編 主婦の友社 596

料理 冷たい麵の本 みない きぬこ 枻出版社 596.3

菓子 桃のお菓子づくり 今井 ようこ/他 誠文堂新光社 596.6

育児
小児科医が伝えるオンリーワンの花を咲
かせる子育て

松永 正訓 文藝春秋 599

土壌
図解でわかる品目・栽培特性を活かす土
壌と施肥

猪股 敏郎 誠文堂新光社 613.5

栽培 これならできるオリーブ栽培 山田 典章 農山漁村文化協会 617.9

猫 羊飼い猫の日記 スザンナ・クランプトン ハーパーコリンズ・ジャパン 645.7

給仕 配膳さんという仕事 笠井 一子 平凡社 673.9

鉄道 日本ローカル鉄道大全 櫻田 純 辰巳出版 686.2

美術 論理的美術鑑賞 堀越 啓 翔泳社 707.9

絵手紙 絵手紙初心者のための10のヒント 清野 章子 日貿出版社 724.1

配色 3色だけでセンスのいい色 ingectar-e インプレス 757.3

ストレッチ
座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐ
しストレッチ

なぁさん ダイヤモンド社 781.4

囲碁 囲碁ライバル物語 内藤 由起子 マイナビ出版 795.0

言語 今そこにある多言語なニッポン 柿原 武史/他編 くろしお出版 802.1

朗読 声の文化を楽しむ 好本 惠 日外アソシエーツ 809.4

漢字 漢字の植物苑 円満字 二郎 岩波書店 811.2

英語 英熟語図鑑 清水 建二/他 かんき出版 834.4

作家 文豪の悪態 山口 謠司 朝日新聞出版 910.2

古典 暮らしの古典歳時記 吉海 直人 KADOKAWA 910.4

手記 「山奥ニート」やってます。 石井 あらた 光文社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 動物たちのまーまー 一條 次郎 新潮社 B Fイチ

文庫 100文字SF 北野 勇作 早川書房 B Fキタ

文庫 そして、ユリコは一人になった 貴戸 湊太 宝島社 B Fキド

文庫 なんて嫁だ 野口 卓 集英社 B Fノグ

文庫 女副署長 松嶋 智左 新潮社 B Fマツ

文庫 寄宿学校の天才探偵 モーリーン・ジョンソン 東京創元社 B 933

エッセイ 老いてこそ生き甲斐 石原 慎太郎 幻冬舎 Eイシ

エッセイ 旅ごはん 小川 糸 白泉社 Eオガ

エッセイ またね。 木内 みどり 岩波書店 Eキウ

エッセイ 五十八歳、山の家で猫と暮らす 平野 恵理子 亜紀書房 Eヒラ

エッセイ 村上T 村上 春樹 マガジンハウス Eムラ

エッセイ The Young Women's Handbook 山内 マリコ 光文社 Eヤマ

小説 あの子の殺人計画 天祢 涼 文藝春秋 Fアマ

小説 紅蓮浄土 天野 純希 KADOKAWA Fアマ

小説 全部ゆるせたらいいのに 一木 けい 新潮社 Fイチ

小説 銀色の国 逸木 裕 東京創元社 Fイツ

小説 結婚させる家 桂 望実 光文社 Fカツ

小説 不良 北野 武 集英社 Fキタ

小説 生かさず、殺さず 久坂部 羊 朝日新聞出版 Fクサ

小説 晴れ、時々くらげを呼ぶ 鯨井 あめ 講談社 Fクジ

小説 家族じまい 桜木 紫乃 集英社 Fサク

小説 会いに行って 笙野 頼子 講談社 Fシヨ

小説 語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA Fタニ

小説 奈落で踊れ 月村 了衛 朝日新聞出版 Fツキ

小説 水を縫う 寺地 はるな 集英社 Fテラ

小説 ダブル・トライ 堂場 瞬一 講談社 Fドウ

小説 帝都地下迷宮 中山 七里 PHP研究所 Fナカ

小説 ほたる茶屋 藤原 緋沙子 KADOKAWA Fフジ

小説 江戸の夢びらき 松井 今朝子 文藝春秋 Fマツ

小説 縄紋 真梨 幸子 幻冬舎 Fマリ

小説 おいしくて泣くとき 森沢 明夫 角川春樹事務所 Fモリ

小説 憂き夜に花を 吉川 永青 中央公論新社 Fヨシ

外国文学 すべて内なるものは エドウィージ・ダンティカ 作品社 933

外国文学 蜜のように甘く イーディス・パールマン 亜紀書房 933

外国文学 そよ吹く南風にまどろむ ミゲル・デリーベス 彩流社 963

小説・エッセイ

新着図書案内　2020年8・9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 絵でわかるはじめてのプログラミング 石戸 奈々子/監修 学研プラス 007

りょこう 旅が好きだ! 角田 光代/他 河出書房新社 290

かいはつ 世界を変えるSDGs 小林 亮/監修 あかね書房 333

とうけい 統計から見えてくる世界のミライ 井田 仁康/監修 学研プラス 350

たべもの 世界を変えた15のたべもの テレサ・ベネイテス 大月書店 383

どうぶつ じつは食べられるいきもの事典 松原 始/他 宝島社 480

こんちゅう 虫のしわざ図鑑 新開 孝 少年写真新聞社 486

けんこう 摂食障害オバケの“ササヤキ” 雨こんこん 少年写真新聞社 493

こころ 繊細すぎてしんどいあなたへ 串崎 真志 岩波書店 498

かんきょう つかう?やめる?かんがえようプラスチック キム ウンジュ ほるぷ出版 519

りょうり こまったさんのレシピブック 寺村 輝夫/レシピ原案 あかね書房 596

りんご りんごだんだん 小川 忠博 あすなろ書房 625

びじゅつかん 美術館って、おもしろい! モラヴィア美術館 河出書房新社 706

はなふだ マンガで覚える図解花札の基本 山本 茂/監修 つちや書店 797

ぶんしょう めんどくさがりなきみのための文章教室 はやみね かおる 飛鳥新社 816

ことわざ ツッコミ!ことわざ・慣用句 金田一 秀穂/監修 学研プラス 814

まんようしゅう 大阪弁こども万葉集 中村 博 JDC出版 911

おはなし きつねのしっぽ おくはら ゆめ 小峰書店 913

おはなし 戦争にいったうま いしい ゆみ 静山社 913

おはなし ぼくたちの緑の星 小手鞠 るい 童心社 913

おはなし 無限の中心で まはら 三桃 講談社 913

おはなし 名探偵AI・HARA 佐東 みどり 毎日新聞出版 913

おはなし ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー 徳間書店 933

おはなし トミーとタペンスの大冒険 秘密機関 アガサ・クリスティー 早川書房 933

おはなし 震える叫び レイ・ダニエル 理論社 933

えほん いし 中川 ひろたか アリス館

えほん うりのつるくるくる 田島 征三 光村教育図書

えほん クラクフのりゅう アンヴィル奈宝子 偕成社

えほん こわがりのちびかいじゅう マリオ・ラモ 平凡社

えほん 7年目のランドセル 内堀 タケシ 国土社

えほん ファイアー 長谷川 集平 理論社

えほん プラスチック星にはなりたくない! ニール・レイトン ひさかたチャイルド

えほん ぼくらはもりのダンゴムシ まつおか たつひで ほるぷ出版

えほん ほらふきカールおじさん 斉藤 洋 講談社

えほん みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ さ・え・ら書房

えほん 妖怪のど自慢 広瀬 克也 絵本館

えほん わっはは ぼくのなつやすみ おの りえん こぐま社


