
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０２１年４・５月号 Ｎｏ.１２０ 

図書館だより いずみさの 

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

電子図書館は、インターネットを使ってパソコンやスマートフォン・タブレットなどから、

電子書籍をご利用いただけるサービスです。図書館に行かなくてもお気軽に読書をお楽しみい

ただけます。ぜひご活用ください。 

  

 

 

令和 3 年 4 月 1 日（木）から 

  

【対 象】  

 

 

【利用者 ID】 

【パスワード】 

 

 

【貸出冊数】 

【貸出期間】 

【延長期間】 

 

【予約冊数】 

 

 

【利用方法】 

 

泉佐野市に在住・通勤・通学の方（近隣の方、団体での利用はできません。） 

※利用には、泉佐野市立図書館の貸出カードが必要です。 

※通勤・通学の証明が必要です。詳しくは中央図書館までお問い合わせください。 

貸出カードのバーコード下に記載している 8 桁の利用者番号 

図書館で登録している生年月日（西暦で 8 桁） 

例：2012 年 7 月 1 日生まれの方は、「20120701」 

※パスワードは定期的に変更することをおすすめします 

1 人 5 点まで 

14 日間（貸出期間が過ぎると自動的に返却されます） 

延長した日から 14 日間 

予約の人がいない資料のみ、1 度だけ延長が可能です。 

1 人 5 点まで（在住の方のみ） 

予約取置期間は 7 日間です。 

 

下記ホームページアドレス、または QR コードよりアクセスしてご利用ください 

アドレス   https:// www.d-library.jp/izumisano/  

QR コード 

電子図書館はじまります！ 



図書館で使わなくなった雑誌や図書をお持ち帰りいただけるコーナーを新たに設置します。

貸出カードをお持ちの方はお気軽にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央図書館にて、長らくご活用いただいていた書籍除菌機が、 

「LIVA 図書除菌機(リヴァー)」に新しくなりました。 

強い紫外線と送風で、本や絵本に付いた埃やウイルスなど、目に見えない気になるもの

を落とします。本をセットしてボタンを押すだけで除菌ができます。 

誰でも無料でお使いいただけますので、貸出をした本やこれから読まれる本、お子さん

が手にふれる絵本などにお気軽にお使いください！ 

操作方法などは、お気軽に図書館員にお尋ねください。 

皆様のご利用をお待ちしております。 

本の除菌機が新しくなりました！ 

 LIVA図書除菌機(リヴァー) 

図書館からのお知らせ

場 所  泉佐野市立中央図書館カウンター前 

対 象  泉佐野市立図書館の貸出カードをお持ちの方 

冊 数  おひとり様１日２点まで 

 

中央図書館にリサイクルコーナーを設置します！ 

○リ○サ○イ○ク○ル  
○コ○ー○ナ○ー  

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。 

中央図書館 吹き抜け  

 

 

「インターネット どう使う？どう付き合う？」 

北部公民館図書室 

 
「絵、見る派？描く派？」 

 今やインターネットは私たちの暮らしに欠かせな

いものになりました。便利さと共に様々な問題も抱

えるインターネットと、あなたはどう付き合ってい

きますか？ 

絵を“描く”のは苦手でも、“鑑賞するのは好

き”“絵なんて全く興味ない”と様々な意見が

あると思います。でも、色々な角度から芸術を

感じてみませんか？思わぬ出会いがあるかもし

れません！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

かんぺきなこども ミカエル・エスコフィエ ポプラ社 低学年向け 

ふたつのおうち マリアン・デ・スメット 朝日学生新聞社 低学年向け 

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット 岩崎書店 中学年向け 

春くんのいる家 岩瀬 成子 文溪堂 中学年向け 

ぼくのわがまま宣言！ 今井 恭子 PHP 研究所 高学年向け 

 いとう みく 作 毎日新聞出版      

唐木田家は五男三女の八人兄弟。自由人のお父さんが仕事で日本中を飛び回っていて、

優しくてしっかり者のお母さんがみんなをまとめる大家族。ある日、お母さんと長女の

一子が重い雰囲気の中話していて…。小学五年生の四男、志郎によって語られる面倒  

だけど愛おしい家族の物語。 

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。 

今や生活必需品となったマスクについて詳しく書かれた本です。大切なのは

マスクを正しく扱うこと。自分自身はもちろん、まわりの人も守れるように今

一度マスクについての知識をアップデートしませんか？ 

「仕事で大切なことはすべて尼崎の小さな本屋で学んだ」 

川上 徹也  著  ポプラ社  F カワ 

「たぬきのおまじない」 

おおなり 修司 文  絵本館  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

“仕事で大切なこと”あなたは何だと思いますか？新入社員の主人公、大森

理香が尼崎にある小さな書店のオバチャンと出会い、仕事や人生への考え方を

見つめ直し成長していくお話です。 

 

たぬきがおまじないをとなえていろいろなものの名前からどんどん「た」を 

ぬきとっていくよ。「た」をぬかれて、みんなたぬきの仲間入り！？ 

リズムに乗って楽しく読める言葉あそび絵本です。 

唐木田さんち物語 

      

 

「感染症時代のマスクの教科書」 

飯田 裕貴子 眞鍋 葉子 共著  小学館  498.6 

 

 

今月号のテーマは [ かぞく ] 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 

4 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  

202１年４・5 月号 No.120 

2021 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 

 

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 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。 

５月 

60 分 

5 月 5 日 ・ 19 日 

 

69 分 

おはなし会 

日時   4 月 10 日（土）  午後 2 時から 

日時   ５月 8 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 

「パパはわるものチャンピオン」 111 分 

 棚橋 弘至 主演 

 藤村 享平 監督・脚本 
2018 年作品 

日時 4 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。 

「日本の昔ばなし 三つの斧 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 

お問い合わせ 

「うっかりペネロペ  
ともだちがいっぱい編・みんなともだち編 」 

４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。 

 

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

深層学習 動かしながら学ぶPyTorchプログラミング入門 斎藤 勇哉 オーム社 007.1

人工知能 レンブラントの身震い マーカス・デュ・ソートイ 新潮社 007.1

読書 読書のちから 若松 英輔 亜紀書房 019.0

洋書 洋書ラビリンスへようこそ 宮脇 孝雄 アルク 019.9

書物 シェイクスピアのファースト・フォリオ ピーター・W.M.ブレイニー 水声社 022.3

哲学 理性の構成 オノラ・オニール 法政大学出版局 134.2

狛犬 狛犬さんぽ ミノシマ タカコ グラフィック社 175.5

寺院 お寺のどうぶつ図鑑 今井 淨圓/監修 二見書房 185.9

世界史 ティムール以後　上・下 ジョン・ダーウィン 国書刊行会 209.5

歴史 古事記及び日本書紀の研究 津田 左右吉 毎日ワンズ 210.3

歴史 北条氏康の家臣団 黒田 基樹 洋泉社 210.4

大名 大名格差 安藤 優一郎 彩図社 210.5

伝記 戦争と弾圧 纐纈 厚 新日本出版社 289.1ｺｳ

伝記 Auオードリー・タン アイリス・チュウ/他 文藝春秋 289.2ｵﾄﾞ

論点 自分の頭で考える日本の論点 出口 治明 幻冬舎 304

人種差別 世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ 明石書店 316.8

火災 防火・消火・耐火が一番わかる 榎本 満帆/他 技術評論社 317.7

民法 落語でわかる「民法」入門 森 章太 日本実業出版社 324

更生保護 囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー 紀伊國屋書店 326.9

国際協力 カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ/原作 双葉社 333.8

商社
商社のしくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

治良 博史 技術評論社 335.4

NPO 入門ソーシャルセクター 宮垣 元/編 ミネルヴァ書房 335.8

危機管理 図解不祥事の社内調査がわかる本 竹内 朗/他編 中央経済社 336

経営管理 リーダーの仮面 安藤 広大 ダイヤモンド社 336.3

租税 桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか? 高橋 創/他 ダイヤモンド社 345

健康保険 最新医療保険・年金・介護保険のしくみ 森島 大吾/監修 三修社 364.4

女性問題 キングコング・セオリー ヴィルジニー・デパント 柏書房 367.1

親子関係 毒親に育てられました つつみ KADOKAWA 367.3

食生活 「共食」の社会史 原田 信男 藤原書店 383.8

文化人類学 文化人類学のエッセンス 春日 直樹/他編 有斐閣 389

数学 Pythonではじめる数学の冒険 Peter Farrell オライリー・ジャパン 410

天体写真 EYES OF HUBBLE 渡部 潤一/監修 クレヴィス 440.8

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年4・5月号



地形学 ぶらり大阪「高低差」地形さんぽ 新之介 140B 454.9

頭足類 世界一わかりやすいイカとタコの図鑑 ロジャー・ハンロン/他 化学同人 484.7

類人猿 恋するサル 黒鳥 英俊 CCCメディアハウス 489.9

ホスピス こどもホスピスの奇跡 石井 光太 新潮社 490.1

命 ルポ「命の選別」 千葉 紀和/他 文藝春秋 490.1

脳 もっと! ダニエル・Z.リーバーマン/他 インターシフト 491.3

脳 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 491.3

発達障害 その生きづらさ、発達性トラウマ? 花丘 ちぐさ 春秋社 493.7

パニック障害 パニック症と過呼吸 稲田 泰之/監修 講談社 493.7

色覚異常 「色のふしぎ」と不思議な社会 川端 裕人 筑摩書房 496.4

視力
1日1回2つの画像を見るだけで目がグッ
とよくなる本

宇佐美 欽通 KADOKAWA 496.4

耳鳴り 耳鳴り・難聴 文響社 496.6

感染症 感染症と隔離の社会史 金川 英雄 青弓社 498.6

トラック みんなの遊べる軽トラ 扶桑社 537.9

ロボット ヒューマノイドロボット 梶田 秀司/編 オーム社 548.3

家庭経済 定年前後のお金の正解 板倉 京 ダイヤモンド社 591

洋裁 リメイクしたらオンリーワンができました。 津田 蘭子 JTBパブリッシング 593.3

編物 かぎ針で編むエコたわし&クリーナー minao 日東書院本社 594.3

料理 アサヒビールのズバうま!おつまみ アサヒビール株式会社/監修 池田書店 596

料理 実は、一菜でいい。 笠原 将弘 KADOKAWA 596

インテリア 暮らしも仕事も快適にテレワークのインテリア パイインターナショナル/編 パイインターナショナル 597

農業経営 13歳からの食と農 関根 佳恵 かもがわ出版 611.7

牡丹 暮らしを彩る美しい牡丹と芍薬 ジェーン・イースト/他 グラフィック社 627.7

経営 ワークマン式「しない経営」 土屋 哲雄 ダイヤモンド社 673.7

鉄道 1950年代関西私鉄散歩 長谷川 明 ネコ・パブリッシング 686.2

絵画 運命の絵 中野 京子 文藝春秋 723

書道 基本が身につくかな書道の教科書 田中 紫水 池田書店 728.5

音楽家 歴代作曲家ギャラ比べ 山根 悟郎 学研プラス 762.8

演劇 殺陣・技斗魅せるアクションのコツ
ジャパンアクションエ
ンタープライズ/監修

メイツユニバー
サルコンテンツ

771.7

落語 新作らくごの舞台裏 小佐田 定雄 筑摩書房 779.1

芸能 ゴミ人間 西野 亮廣 KADOKAWA 779.1

発声法 声が通らない! 新保 信長 文藝春秋 809.2

日本語 恥ずかしい日本語 山口 謠司 廣済堂出版 810.4

日本語 辞典語辞典 見坊 行徳/他文 誠文堂新光社 813.1

日本文学 谷崎潤一郎を知っていますか 阿刀田 高 新潮社 910.2

短歌 天才による凡人のための短歌教室 木下 龍也 ナナロク社 911.1

軍記物語 挑発する軍記 大津 雄一 勉誠出版 913.4



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 もちじゅわ中華まんの奇跡 石井 睦美 中央公論新社 B Fイシ

文庫 マスク 菊池 寛 文藝春秋 B Fキク

文庫 キグナスの乙女たち 佐島 勤 KADOKAWA B Fサト

文庫 461個のおべんとう 丸山 智 朝日新聞出版 B Fマル

文庫 天下一の粥 和田 はつ子 角川春樹事務所 B Fワダ

文庫 ラスト・トライアル ロバート・ベイリー 小学館 B 933

エッセイ 日曜日は青い蜥蜴 恩田 陸 筑摩書房 Eオン

エッセイ 遺言未満、 椎名 誠 集英社 Eシイ

小説 夢幻 上田 秀人 中央公論新社 Fウエ

小説 羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと 祥伝社 Fウサ

小説 今度生まれたら 内館 牧子 講談社 Fウチ

小説 浄土双六 奥山 景布子 文藝春秋 Fオク

小説 傍聴者 折原 一 文藝春秋 Fオリ

小説 銀の夜 角田 光代 光文社 Fカク

小説 京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽 講談社 Fカシ

小説 浅草迄 北野 武 河出書房新社 Fキタ

小説 応仁悪童伝 木下 昌輝 角川春樹事務所 Fキノ

小説 絶局 坂岡 真 小学館 Fサカ

小説 元彼の遺言状 新川 帆立 宝島社 Fシン

小説 白日 月村 了衛 KADOKAWA Fツキ

小説 偶然にして最悪の邂逅 西澤 保彦 東京創元社 Fニシ

小説 火喰鳥を、喰う 原 浩 KADOKAWA Fハラ

小説 銀獣の集い 廣嶋 玲子 東京創元社 Fヒロ

小説 今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は 福徳 秀介 小学館 Fフク

小説 水と礫 藤原 無雨 河出書房新社 Fフジ

小説 S.O.P.大阪遷都プロジェクト 増田 晶文 ヨシモトブックス Fマス

小説 零から0へ まはら 三桃 ポプラ社 Fマハ

小説 当確師 十二歳の革命 真山 仁 中央公論新社 Fマヤ

小説 聖女か悪女 真梨 幸子 小学館 Fマリ

外国文学 いかさま師ノリス クリストファー・イシャウッド 白水社 933

外国文学 帽子蒐集狂事件 ジョン・ディクスン・カー/他 論創社 933

外国文学 黒魚都市 サム・J.ミラー 早川書房 933

外国文学 赤いモレスキンの女 アントワーヌ・ローラン 新潮社 953.7

外国文学 きらめく共和国 アンドレス・バルバ 東京創元社 963

外国文学 サハリン島 エドゥアルド・ヴェルキン 河出書房新社 983

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

プログラミング プログラマーになろう! キキ・プロッツマン 化学同人 007

れきし
大注目!写真とイラストでわかる大正時
代をのぞいてみよう

『大正時代をのぞいて
みよう』編集委員会/編

汐文社 210

しごと 学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 小幡 和輝 小学館 335

しごと こども手に職図鑑 子供の科学/他編 誠文堂新光社 366

かがく はじめまして相対性理論
シェダード・カイド=サ
ラーフ・フェロン/他

化学同人 421

ちけい 絶景のふしぎ100 佐野 充/監修 偕成社 450

かお ビジュアル顔の大研究 原島 博/他監修 丸善出版 469

きんるい きれいでふしぎな粘菌 新井 文彦 文一総合出版 473

からす カラスのいいぶん 嶋田 泰子 童心社 488

びょうき 感染症ってなんだろう? 岡田 晴恵 岩崎書店 493

のりもの 世界の自動車大図鑑
スタジオタック
クリエイティブ

537

りんぎょう 山をつくる 菅 聖子 小峰書店 650

スポーツ わかるかな?小学生の陸上競技ルール 三浦 敬司
ベースボール・
マガジン社

782

ガイドブック ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋 玲子/他 偕成社 910

おはなし いまひとたびの 時海 結以 講談社 913

おはなし おとのさま、まほうつかいになる 中川 ひろたか 佼成出版社 913

おはなし エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ 講談社 913

おはなし オニタロウ こさか まさみ 福音館書店 913

おはなし くもとり山のイノシシびょういん かこ さとし 福音館書店 913

おはなし 卒業旅行 小手鞠 るい 偕成社 913

おはなし チョコルとチョコレートの魔女 こばやし ゆかこ 岩崎書店 913

おはなし 天国の犬ものがたり 藤咲 あゆな 小学館 913

おはなし なぞのおばけめいろ 吉田 純子 あかね書房 913

おはなし 美爆音!ぼくらの青春シンフォニー オザワ部長 岩崎書店 913

おはなし めいたんていサムくんとあんごうマン 那須 正幹 童心社 913

おはなし 彼方の光 シェリー・ピアソル 偕成社 933

えほん おさるちゃんのおしごと 樋勝 朋巳 小学館

えほん おともだちになってくれる? サム・マクブラットニィ 評論社

えほん きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー 合同出版

えほん くつやさんとおばけ いわさき さとこ BL出版

えほん ごちそうたべにきてください 茂市 久美子 講談社

えほん せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー 光村教育図書

えほん だっこさんかいサンタクロース 角野 栄子 小学館

えほん ながれぼし 武田 康男/監修・写真 岩崎書店

えほん なすびは何色? 山本 泉 BL出版


