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図書館だより いずみさの 

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 吹き抜け  

日本人に生まれ日本で生活しながらも意外と知ら

ないことがある「和」の世界。あなたの知らない

「和」はありますか？手に取って「和」の世界に触

れてみてはいかがですか？ 

長南公民館図書室 

暑い夏も終わりをつげ、季節は秋へと移り変わ

りました。夏バテ気味の心と体にしみる、あまー

い気持ちになれる本をご紹介します。 

「和の世界にふれる」 「あまーい」 

図書館からのお知らせ

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。 

ハロウィンミニ工作会 
  ハロウィンに向けて紙コップでお菓子入れを作ってみませんか？ 

 さあ、みんなでトリック オア トリート！ 

 
日 時：10月 18日（日）①午前 10時～11時 30分（開場 午前 9時 45分から） 

 

 

ご来館の際はマスクの着用を 

お願いいたします 

参加無料 

申込み レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

問合先 電話 072－469－7130 

 

②午後 2時～ 3時 30分（開場 午後 1時 45分から） 

 

対 象：小学生（保護者の付添い可・小学生だけの参加可） 

持ち物：のり、ふた付きの飲み物、手拭き用タオル 

定 員：各回先着 5名まで 

受 付：10月 6日（火）午前 9時 30分から電話で受付 

※定員になり次第受付終了 

 

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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

佐野公民館図書室 

「飯テロ本！」 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・入口 

「ねこのいるくらし」 

・絵本ワゴン 

「おてんきのえほん」 

長南公民館図書室 

「夜空をたのしむ」 

 

北部公民館図書室 

「体にいいこと試してみよう」 

日根野民館図書室 

「科学」 

 

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。 

 

バリアフリー映画会 

「武士の家計簿」 協力：住友商事 上映時間 129 分 

視覚や聴覚が不自由な方でも鑑賞できるよう、「音声ガイド」（副音声） 

と「日本語字幕」が付いた映画です。どなたでもご参加いただけます。 

 

日 時：10 月 25 日（日） 

午後 1 時 30 分から（開場 午後 1 時 10 分から） 

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 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止策としてご入場の際、 

連絡先を伺います。ご協力お願い致します 

 

問合先 レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

ご来館の際はマスクの着用を 

お願いいたします 

申込不要・参加無料 

古新聞を活かそう！ 
身近にある古新聞を使って、簡単な小物を作ってみませんか？ 

また古新聞から防災や環境問題について考えてみませんか？ 

日 時：11 月 15 日（日）①午前 10 時～11 時 30 分（開場 午前 9 時 45 分から） 

              

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 

対 象：18 歳以上の方 

持ち物：ハサミ、のり 

定 員：各回先着 5 名まで 

受 付：11 月 4 日（水）午前 9 時 30 分から電話でのみ受付 

※定員になり次第受付終了 

申込み レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

問合先 電話 072－469－7130 

 

参加無料 

ご来館の際はマスクの着用を 

お願いいたします 

定 員：先着 30 名まで 

 

電 話 072－469－7130 

F A X 072－469－7131 

メール info@izumisano-library.jp 

 ※配慮の必要な方は事前に、お問い合わせ下さい 

②午後 2 時～  3 時 30 分（開場 午後 1 時 45 分から） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

しまうまのたんけん トビイ・ルツ PHP 研究所 低学年向け 

やまんばやかたたんけんします! ごとう りゅうじ ポプラ社 低学年向け 

小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅 佐藤 真澄 汐文社 中学年向け 

三つ穴山へ、秘密の探検 ペール・オーロフ・エンクイスト あすなろ書房 中学年向け 

洞窟で待っていた 松崎 有理 岩崎書店 高学年向け 

 大原 興三郎 作 文溪堂     

「ガラパゴス」という島に“ロンサム・ジョージ”と呼ばれているゾウガメが暮らして

います。“ロンサム・ジョージ”に会いに行くため、のらネコたちは風船気球にのって冒

険の旅に出発します。のらネコたちは無事“ロンサム・ジョージ”に会えるでしょうか？ 

 

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。 

 和食にかかせない日本固有の野生植物“ワサビ”ですが、最古の記録は飛

鳥時代の小さな木簡から見つかっています！また、ワサビは江戸初期までは

鳥や貝と一緒に食されていた！？野生植物から栽培植物になった歴史や背景

を“わさびの歴史年表”とともに紹介しています。 

 
「ただいま神様当番」 

青山 美智子 著  宝島社  F アオ 

「ポッポーきかんしゃ」 

とよた かずひこ 著  アリス館  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

出勤途中のバス停で落とし物を拾った OL の水原咲良。翌朝、「神様当番」

と大きな文字が片側の腕全体に書かれていました！何が起こったのかわから

ず混乱していると、“神様”と名乗るお爺さんが現れて……。 

フフフと笑ってほっこりするお話が５話つまっています。 

 

運転士さんが朝、機関車の顔をきれいに拭いています。顔がきれいになった

機関車は“ポッポー、ガタンゴトン”と、楽しい音を鳴らしながら出発です。

さあ、最初に乗ってくるのは誰でしょうか？擬音語が楽しい絵本です。 

 

空飛ぶのらネコ探険隊 [1]    

      

 

「わさびの日本史」 

山根 京子 著  文一総合出版 657.8 

 

今月号のテーマは [たんけん] です。 



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 

10 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  

2020 年 10・11 月号 No.117 

2020 年 10 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 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。 

１１月 

78 分 

11 月 4 日 ・ 18 日 

 

48 分 

おはなし会 

日時  10 月 10 日（土）  午後 2 時から 

日時  11 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 

「 ナニー・マクフィーの魔法のステッキ 」 

98 分 

 エマ・トンプソン  主演 

 カーク・ジョーンズ 監督 

日時 10 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 30 名まで 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

「 つづきのおはなし 」 

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 

「 忍たま乱太郎 
忍術学園全員出動！の段 」 

１０月 

 

 

 

 

お知らせ 

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。 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

SNS 「普通」の人のためのSNSの教科書 徳力 基彦 朝日新聞出版 007.3

読書 マルジナリアでつかまえて　書かずば読めぬの巻 山本 貴光 本の雑誌社 019

絵本 絵本で世界を学ぼう! 吉井 潤/他 青弓社 019.5

書評 物語の海を泳いで 角田 光代 小学館 019.9

ヨガ インド式壁の乗りこえ方 栃久保 奈々 自由国民社 126.6

笑い 笑いの哲学 木村 覚 講談社 141.6

友情 友だちってなんだろう? 齋藤 孝 誠文堂新光社 158

神社 日本書紀に秘められた古社寺の謎 三橋 健/編 ウェッジ 175.9

仏教 これからの仏教葬儀レス社会 櫻井 義秀 興山舎 180.4

寺院 バンコク古寺巡礼 伊東 照司 雄山閣 185.9

世界史 一冊でわかるイラストでわかる図解世界史 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 209

装束 有職文様図鑑 八條 忠基 平凡社 210.0

歴史 大阪遺産 藪田 貫/編 清文堂出版 216.3

伝記 ドタバタ関ケ原 長谷川 ヨシテル 柏書房 281.0

伝記 文字の読めないパイロット 高梨 智樹 イースト・プレス 289.1ﾀｶ

写真集 空中写真歴史図鑑 イーモン・マッケイブ/他 原書房 290.8

紀行 花の都フィレンツェ 金山 弘昌/他 ありな書房 293.7

政治 私は真実が知りたい 赤木 雅子/他 文藝春秋 312.1

憲法 戦争と法 長谷部 恭男 文藝春秋 323.0

ゲーム理論 16歳からのはじめてのゲーム理論 鎌田 雄一郎 ダイヤモンド社 331.1

企業 BIG BUSINESS タイラー・コーエン NTT出版 335

問題解決 武器としての図で考える習慣 平井 孝志 東洋経済新報社 336.2

テレワーク テレワークをはじめよう テレワーク生産性向上研究会 技術評論社 336.4

法令 暗号資産の法律 増島 雅和/他 中央経済社 338

職業 21世紀の新しい職業図鑑 武井 一巳 秀和システム 366.2

親子関係 おやときどきこども 鳥羽 和久 ナナロク社 367.3

高齢者福祉
デイサービス、介護現場ですぐ使える!唱歌・
懐メロで音楽レク・リズム体操

井上 明美 自由現代社 369.2

教育 東洋経済ACADEMIC 東洋経済新報社 372.1

入学試験 なぜか突然、中学受験。 細川 貂々 創元社 376.8

葬式
心のこもった葬儀・法要のあいさつと手紙マ
ナー&文例集

杉本 祐子 主婦の友社 385.6

伝説 加門七海の鬼神伝説 加門 七海 朝日新聞出版 388.1

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2020年10・11月号



数 目でみる数字 岡部 敬史 東京書籍 410.4

物理学
図解身近にあふれる「物理」が3時間でわ
かる本

左巻 健男 明日香出版社 420.4

時間 時間は逆戻りするのか 高水 裕一 講談社 421.2

望遠鏡 ハッブル・レガシー ジム・ベル グラフィック社 442.3

雲 ときめく雲図鑑 菊池 真以 山と溪谷社 451.6

岩石 観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑 西本 昌司 ナツメ社 458

成長 生き物が大人になるまで 稲垣 栄洋 大和書房 461.0

微生物 世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男 祥伝社 465.0

人種 科学の人種主義とたたかう アンジェラ・サイニー 作品社 469.6

写真集 パフィン! 中野 耕志 河出書房新社 488.6

鰭脚類 日本の鰭脚類 服部 薫/編 東京大学出版会 489.5

東洋医学 365日のゆる養生 阪口 珠未 エクスナレッジ 490.9

腰痛 「腰が痛い」と思ったらとにかく読む本 福谷 直人/他 日経BP 493.6

認知症 認知症でも心は豊かに生きている 長谷川 和夫 中央法規出版 493.7

小児外科 こどもの心臓病と手術 立石 実 メディカ出版 493.9

歯科学 図解でよくわかる歯のきほん 柿本 和俊/他 誠文堂新光社 497

精神衛生 精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢 紫苑 ダイヤモンド社 498.3

呼吸 “隠れ酸欠”から体を守る横隔膜ほぐし 京谷 達矢 青春出版社 498.3

食生活 疲れた心がラクになる食べ方大全 那須 由紀子 永岡書店 498.5

発明 はじめての発明 松本 奈緒美 新泉社 507.1

手芸 ラクしてエコする直裁ちかんたんECOバッグ ブティック社 594.7

料理
初心者からプロまで使えるVegan
Recipe

庄司 いずみ 光文社 596.3

住居 なんでも自分で修理する本 片桐 雅量 宝島社 597

盆栽 部屋で楽しむテラリウム 佐々木 浩之/他 緑書房 627.8

畜産業 肉とすっぽん 平松 洋子 文藝春秋 642.1

消費者 人は悪魔に熱狂する 松本 健太郎 毎日新聞出版 675

鉄道 夜行列車の記憶 松本 典久 天夢人 686.2

親子 てのひらのあいさつ ジェイソン・プラット あすなろ書房 726.6

ストレッチ
オガトレの超・超・超かたい体が柔らか
くなる30秒ストレッチ

オガトレ ダイヤモンド社 781.4

相撲 詳しくなる大相撲 根間 弘海 専修大学出版局 788.1

ゲームソフト ファミコンドット絵の素晴らしき世界 レトロゲーム愛好会/編 主婦の友インフォス 798.5

漢字
小学1・2年生で習うのに大人も読めない
漢字

構 俊一 幻冬舎 811.2

英語 まんがでわかる英単語の語源 清水 建二 実務教育出版 834

作家 愛の手紙の決めゼリフ 中川 越 海竜社 910.2

言語遊戯 子規を「ギャ句(ぐ)」る 夏井 いつき 光文社 911.3

詩集 ベージュ 谷川 俊太郎 新潮社 911.5



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 うちの神様知りませんか? 市宮 早記 PHP研究所 B Fイチ

文庫 DASPA吉良大介 榎本 憲男 小学館 B Fエノ

文庫 動機探偵 喜多 喜久 双葉社 B Fキタ

文庫 あなたとオムライス 山口 恵以子 角川春樹事務所 B Fヤマ

文庫 ドクターM 海堂 尊/他 朝日新聞出版 B F

文庫 パーキングエリア テイラー・アダムス 早川書房 B 933

文庫 死んだレモン フィン・ベル 東京創元社 B 933

エッセイ 生きる! 嵐山 光三郎 新講社 Eアラ

エッセイ ど忘れ書道 いとう せいこう ミシマ社 Eイト

エッセイ 人生讃歌 小檜山 博 河出書房新社 Eコヒ

エッセイ 88歳の自由 曽野 綾子 興陽館 Eソノ

エッセイ すべて忘れてしまうから 燃え殻 扶桑社 Eモエ

小説 トツ! 麻生 幾 幻冬舎 Fアソ

小説 Sが泣いた日 伊兼 源太郎 講談社 Fイガ

小説 江戸のおんな大工 泉 ゆたか KADOKAWA Fイズ

小説 スキマワラシ 恩田 陸 集英社 Fオン

小説 二百十番館にようこそ 加納 朋子 文藝春秋 Fカノ

小説 対極 鬼田 隆治 小学館 Fキダ

小説 光秀の選択 鈴木 輝一郎 毎日新聞出版 Fスズ

小説 臆病な都市 砂川 文次 講談社 Fスナ

小説 どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃 新潮社 Fタケ

小説 お父さんはユーチューバー 浜口 倫太郎 双葉社 Fハマ

小説 令夢の世界はスリップする はやみね かおる 講談社 Fハヤ

小説 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 Fマチ

小説 ミライヲウム 水沢 秋生 小学館 Fミズ

小説 一人称単数 村上 春樹 文藝春秋 Fムラ

小説 女だてら 諸田 玲子 KADOKAWA Fモロ

小説 純喫茶パオーン 椰月 美智子 角川春樹事務所 Fヤズ

小説 月の客 山下 澄人 集英社 Fヤマ

小説 悪霊じいちゃん風雲録 輪渡 颯介 早川書房 Fワタ

外国文学 エレホン サミュエル・バトラー 新潮社 933

外国文学 スパイはいまも謀略の地に ジョン・ル・カレ 早川書房 933

外国文学 それでもあなたを「赦す」と言う ジェニファー・ベリー・ホーズ 亜紀書房 936

外国文学 メイドの手帖 ステファニー・ランド 双葉社 936

外国文学 青い目のジャン ジャン・ジオノ 彩流社 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

てつがく 14歳の教室 若松 英輔 NHK出版 104

でんき 小学校では学べない渋沢栄一のやりぬく力 齋藤 孝 KADOKAWA 289

かいはつ こどもSDGs バウンド カンゼン 333

がくしゅうほう 一人で思う、二人で語る、みんなで考える 追手門学院大学成熟社会研究所 岩波書店 375

としでんせつ 大迫力!世界の都市伝説大百科 朝里 樹/監修 西東社 388

うちゅう 宇宙のがっこう NHK出版/編 NHK出版 440

きょうりゅう 恐竜の迷路 香川 元太郎 PHP研究所 457

まつぼっくり ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 盛口 満 岩崎書店 478

エネルギー 再生可能エネルギー図鑑 Looop/監修 日経BP 501

はやし はやしでひろったよ ひさかたチャイルド 653

ずあん こども文様じてん 下中 菜穂 平凡社 727

おりがみ おひめさまおりがみ たかはし なな 主婦の友社 754

スポーツ 大人も知らない!?スポーツの実は… 白旗 和也/監修 文響社 780

きごう さがしてみよう!マークのえほん 学研プラス 801

はなしかた こどもプレゼン教室 前田 鎌利 宝島社 809

えいご わけがわかる中学英語 学研プラス/編 学研プラス 830

おはなし イイズナくんは今日も、 櫻 いいよ PHP研究所 913

おはなし 科学でナゾとき! あさだ りん 偕成社 913

おはなし 空白の絵本 司 修 鳥影社 913

おはなし 団地のコトリ 八束 澄子 ポプラ社 913

おはなし マギオ・ムジーク 仁木 英之 JULA出版局 913

おはなし 名作古典にでてくるさかなの不思議なむかしばなし 福井 栄一 汐文社 913

おはなし きみの声がききたくて オーウェン・コルファー 文研出版 933

おはなし ぼくだけのぶちまけ日記 スーザン・ニールセン 岩波書店 933

おはなし 悪魔使いはほほえまない 真坂 マサル 集英社 BJ 913

えほん アリペン ふじた あお 絵本塾出版

えほん おいかけっこでわらべうた つきおか ようた 成美堂出版

えほん おむすびころりんはっけよい! 森くま堂 偕成社

えほん かべのあっちとこっち ジョン・エイジー 潮出版社

えほん きっとどこかに リチャード・ジョーンズ フレーベル館

えほん けしごむぽんいぬがわん ほりかわ りまこ ひさかたチャイルド

えほん なでなでなーで にへい たもつ KADOKAWA

えほん ねこになっちゃった 角野 栄子 小学館

えほん びんにいれたおほしさま サム・ヘイ 主婦の友社

えほん ほうひてんしきへひりのぷうう 山崎 朋絵 鈴木出版

えほん やさいだいすきだワニ タンム・ニュウ おむすび舎

えほん ようかいむらのどっきりハロウィン たかい よしかず 国土社


