
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年６・７月号 Ｎｏ.１２１ 

図書館だより いずみさの 

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。 

 

今年もあります！「課題図書の貸出」 

 第 66回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書を貸出します！ 

貸出・予約ともに 6月 1日（火）からの受付です。 

※課題図書は 1人 1 冊 1週間の貸出となります。 

 

 読書感想文を応援します！ 

書きたいけど、どう書いたらいいかわからない！みんなを悩ませる読書感想文をちょっと 

だけお手伝いします。今年は、中央図書館・佐野公民館図書室・日根野公民館図書室で開催！ 

 

場 所：2階視聴覚室 

日 時：7月 23日（金・祝） 

① 午前 10時～11時 30分 

（開場 午前 9時 50分） 

② 午後 1時～2時 30分 

（開場 午後 12時 50分） 

定 員：各回 12名(事前申込制) 

佐野公民館図書室 日根野公民館図書室 

場 所：4階多目的室 

日 時：7月 24日（土） 

午前 10時 30分～12時 

（開場 午前 10時 20分） 

定 員：10名(事前申込制) 

 

場 所：１階講座室１ 

日 時：7月 25日（日） 

午前 10時 30分～12時 

（開場 午前 10時 20分） 

定 員：10名(事前申込制) 

対 象：小学生 

持ち物：筆記用具、下書き用のノートか原稿用紙、読書感想文を書く予定の本（通読済み

が望ましい） 

受 付：7月 6日（火）午前 9時 30分から中央図書館の電話と窓口、 

または佐野公民館図書室・日根野公民館図書室の窓口で受付 

※定員になり次第、終了 

参加無料 

中央図書館 
 

※図書館にご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

イベントの申込・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 

 

※図書館にご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。 

０歳から楽しめる英語のおはなし会です。 

絵本や手遊びを通じてお子さんと一緒に英語を楽しみましょう！ 

日 時 ： 6 月 9 日（水）・7 月 14 日（水） 

午前 11 時から午前 11 時 30 分まで（開場 午前 10 時 50 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 

講 師 ： 塩田 カレンさん・塩田 和明さん（カレン先生合同会社） 

定 員 ： 10 組 先着順 

※講師の都合により日本語のおはなし会を行う場合があります。 

※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。ご協力お願いいたします。 

 

カレン先生の英語でおはなし会 
参加無料 申込不要 

 

絵本などでみんながよく知っているおはなしを、楽しく上演します。 

丹精込めて作り上げた、劇団自慢の人形もぜひご覧ください！ 

 日 時：8 月１日（日） 

午前 11 時から午前 11 時 40 分（開場 午前 10 時 45 分から） 

場 所：長南公民館図書室 2 階多目的室 

演 目：人形劇「まるパンコロコロ」など 

定 員：30 名 先着順 

持ち物：飲料水、手拭き用タオル 

受 付：７月 13 日（火）午前９時 30 分から電話でのみ受付 

    ※定員になり次第、終了 

 

おやこ D e 人形劇 

参加無料 

プログラミングロボット“こくり”を使って楽しくプログラミングを学んで 

みませんか？ 

 日 時：8 月 7 日（土） 

 
 

8 月 8 日（日） 

 
 

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：小学生とその保護者 

定 員：各回５組 10 名 先着順 

受 付：7 月 21 日（水）午前９時 30 分から電話でのみ受付 

定員になり次第、終了 

楽しくプログラミングを学ぼう 
参加無料 

① 午前 10 時から午前 11 時 30 分（開場 午前 9 時 45 分から） 

② 午後 2 時から午後 3 時 30 分（開場 午後 1 時 45 分から） 

 
① 午前 10 時から午前 11 時 30 分（開場 午前 9 時 45 分から） 

② 午後 2 時から午後 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  

ねこの町の本屋さん 小手鞠 るい 講談社 低学年向け 

嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー 徳間書店 低学年向け 

ヤマネコとウミネコ 野中 柊 理論社 中学年向け 

とねりこ通り三丁目 ねこのこふじさん 山本 和子 アリス館 高学年向け 

落語ねこ 赤羽 じゅんこ 文溪堂 高学年向け 

ニック・シャラット 作・絵 徳間書店 

 ある日、ドラゴンにおしろをもやされてしまった王さまは、まるでしつじのようなともだち

のねこといっしょに、あたらしく小さなお家でくらすことになりました。それからはバスにの

ってスーパーマーケットにおかいものに行ったり、ごきんじょさんをまねいてガーデンパーテ

ィーをひらいたり…。のんびりものの王さまと、しっかりもののねこの心あたたまるお話です。 

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。 

 身近なカラーボールペンを使って、文字を書くように、線で絵を描いてみま

せんか？ 

全部で 22 作例あり、4色ボールペン 1 本で手軽に描けるものもあります。

初心者向けから難易度の高いものまで、幅広い入門書となっています。 

「広告の会社、作りました」 

中村 航 著 ポプラ社 F ナカ 

「ありえない!」 

 エリック・カール 作  アーサー・ビナード 訳 偕成社 えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

 勤めていた会社が倒産し、転職活動していたデザイナーの健一が、たまたま

見つけた会社は、コピーライター功明の個人事務所で…。だんだんと仕事の面

白さに目覚めていく主人公が爽やかな、お仕事ストーリー。 

 カンガルーのおなかの中から出てきたのは、人間の子ども！水そうにいる鳥

に、鳥かごの中の魚…。ページをめくるたびに、固定概念をくつがえす現象が

つぎつぎにあらわれます！読み終わるころには、頭が少し柔らかくなっている

かもしれません。 

      

ねこと王さま 

「カラーボールペン画入門」 

オガワ ヒロシ 著 日貿出版社 725.6 

 

 

今月号のテーマは [ ねこ ] です。 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※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。 

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 

６月 2 日 ・ 16 日 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

   (開場 午前 10 時 45 分から) 

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 6・7 月号 No.121 

2021 年 6 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 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。 

７月 

72 分 

7 月 7 日 ・ 21 日 

 

62 分 

おはなし会 

日時  6 月 12 日（土） 午後 2 時から 

                 (開場 午後 1 時 30 分から) 

日時  7 月 10 日（土） 午後２時から 

            (開場 午後 1 時 30 分から) 

偶数月第３土曜日開催 毎月第２土曜日開催 

「猫侍」 １00 分 

 北村一輝 主演 

 山口義高 監督 
2014 年作品 

日時 ６月 1９日（土）午後１時 30 分から 

          (開場 午後 1 時から) 

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。 

日曜・祝日おはなし会 

小さなオバケたち」 

セレスティーヌ 
「くまのアーネストおじさんと 

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 

「ねこねこ日本史  
―第１巻・第２巻」 

６月 

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 

   (開場 午後 1 時 45 分から) 

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３0 名まで 

 

6 月 20 日（日） 出演：クローバー 

７月 25 日（日） 出演：クローバー 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

ウェブ 図解まるわかりWeb技術のしくみ 西村 泰洋 翔泳社 007.6

読書 わたしの、本のある日々 小林 聡美 毎日新聞出版 019.9

ニュース はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一 筑摩書房 070

新聞 伝える技術はこうみがけ! 新庄 秀規/他 中央公論新社 070.1

人生訓 人間の器 丹羽 宇一郎 幻冬舎 159

歴史 恋する日本史 『日本歴史』編集委員会/編 吉川弘文館 210.0

歴史 有職故実の世界 八條 忠基/監修 平凡社 210.0

思考法 武器としての理系思考 武田 邦彦 ビジネス社 304

地政学 教養としての「地政学」入門 出口 治明 日経BP 312.9

相続法 Q&Aおひとりさま高齢単身者の相続・老後資金対策 101会 清文社 324.7

裁判 檻の中の裁判官 瀬木 比呂志 KADOKAWA 327.1

文書 できるはんこレス入門 清水 理史/他 インプレス 336.5

投資 今さら聞けない投資の超基本 泉 美智子 朝日新聞出版 338.1

投資 知識ゼロでも安心!つみたてNISA & iDeCo 藤川 太/監修 宝島社 338.8

震災 福島モノローグ いとう せいこう 河出書房新社 369.3

防災 キャンプ×防災のプロが教える新時代の防災術 寒川 一 学研プラス 369.3

図案 幼稚園・保育園のためのおたより文例&イラスト集 押田 可奈子 技術評論社 376.1

保育 誰にも聞けなかった!保育者のいろいろお悩み相談 水野 智美/他 中央法規出版 376.1

食生活 図説英国王室の食卓史 スーザン・グルーム 原書房 383.8

外食 日本外食全史 阿古 真理 亜紀書房 383.8

宇宙 宇宙研究のつれづれに 池内 了 青土社 404

科学 科学絵本の世界100 平凡社 407

確率論 レジの行列が早く進むのは、どっち!? サトウ マイ 総合法令出版 417

化学 世界史は化学でできている 左巻 健男 ダイヤモンド社 430.2

物理 ものの大きさ 須藤 靖 東京大学出版会 440.1

惑星 地球に月が2つあったころ エリック・アスフォーグ 柏書房 445

深海 なぞとき深海1万メートル 蒲生 俊敬/他 講談社 452

アンモナイト 日本のアンモナイト 大八木 和久 築地書館 457.8

生命 WHAT IS LIFE? ポール・ナース ダイヤモンド社 461

植物 かぐわしき植物たちの秘密 田中 修/他 山と溪谷社 471.3

認知症 家族のための認知症ケア 繁田 雅弘/監修 NHK出版 493.7

ワクチン 今だから知りたいワクチンの科学 中西 貴之 技術評論社 493.8

アレルギー こどものアレルギー基礎BOOK 今井 孝成/監修 日東書院本社 493.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年6・7月号



在宅医療 「在宅死」という選択 中村 明澄 大和書房 498

睡眠 最高のぐっすり睡眠 白濱 龍太郎/監修 扶桑社 498.3

感染症 コロナ脳 小林 よしのり 小学館 498.6

アロマテラピー きほんのアロマテラピー 佐々木 薫 主婦の友社 499.8

環境問題 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野 紘平/他 オーム社 519

経営 地域No.1工務店の「圧倒的に実践する」経営 伊藤 謙 日本実業出版社 520.9

仏塔 よみがえる白鳳の美 加藤 朝胤/他 朝日新聞出版 521.8

コンピュータ コンピューティング史 Martin Campbell-Kelly/他 共立出版 548.2

生活 60代からの小さくも豊かな暮らし方 晋遊舎 590

洋裁 子ども服の教科書 清松 加奈子 新星出版社 593.3

手芸 ハンドメイドの通園通学グッズ ブティック社 594

編物
かぎ針編みメリヤスこま編みの編み込み
バッグとこもの

アップルミンツ 594.3

料理 家族の味 平野 レミ ポプラ社 596.0

梅干 梅干しを漬けてわかること 有元 葉子 文化学園文化出版局 596.3

野外活動 焚き火料理の本 小雀 陣二 山と溪谷社 596.4

菓子 ホットケーキミックスで愛されお菓子 荻田 尚子 学研プラス 596.6

菓子 サカタフルーツパーラー 坂田 阿希子 グラフィック社 596.6

育児 マンガで読むぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方 愛波 文 主婦の友社 599.4

農業 今さら聞けない農業・農村用語事典 農文協/編 農山漁村文化協会 610

米 ブランド米開発競争 熊野 孝文 中央公論新社 616.2

家庭菜園 食べられる庭図鑑 良原 リエ KTC中央出版 626.9

園芸植物 世界で楽しまれている50の園芸植物図鑑 ジェイミー・バターワース/編 原書房 627

犬 犬と一緒に生き残る防災BOOK 犬防災編集部/編 日東書院本社 645.6

電子契約 ゼロからわかる電子契約の実務 鬼頭 政人 中央経済社 670

鳥獣戯画 謎解き鳥獣戯画 芸術新潮編集部/編 新潮社 721.2

美術 もっと知りたいモディリアーニ 島本 英明 東京美術 723.3

油絵 基本が身につく油絵レッスン 山中 俊明 ナツメ社 724.3

寓話 ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー 飛鳥新社 726.6

人生訓 これでおしまい 篠田 桃紅 講談社 728.2

音楽理論 西洋音楽の正体 伊藤 友計 講談社 761

能楽 能から紐解く日本史 大倉 源次郎 扶桑社 773.0

トレーニング 5歳からの最新!キッズ・トレーニング 木村 匡宏 KADOKAWA 780.7

将棋 絆-棋士たち 野澤 亘伸 日本将棋連盟 796.0

パズル すこしずるいパズル たつなみ アリス館 798.3

翻訳文学 日々翻訳ざんげ 田口 俊樹 本の雑誌社 904

ひきこもり ひきこもり図書館 頭木 弘樹/編 毎日新聞出版 908

児童文学 児童文学の中の家 深井 せつ子 エクスナレッジ 909



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 蒼海館の殺人 阿津川 辰海 講談社 B Fアツ

文庫 暗黒自治区 亀野 仁 宝島社 B Fカメ

文庫 骨を追え 堂場 瞬一 文藝春秋 B Fドウ

文庫 走れ外科医 中山 祐次郎 幻冬舎 B Fナカ

文庫 おまじない 西 加奈子 筑摩書房 B Fニシ

文庫 オクトーバー・リスト ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 B 933

エッセイ ベンチの足 佐藤 雅彦 暮しの手帖社 Eサト

エッセイ 小福ときどき災難 群 ようこ 集英社 Eムレ

エッセイ むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ KADOKAWA Eヤマ

小説 泳ぐ者 青山 文平 新潮社 Fアオ

小説 馬疫 茜 灯里 光文社 Fアカ

小説 正欲 朝井 リョウ 新潮社 Fアサ

小説 9月9日9時9分 一木 けい 小学館 Fイチ

小説 恋に焦がれたブルー 宇山 佳佑 集英社 Fウヤ

小説 道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛 毎日新聞出版 Fオウ

小説 本日も晴天なり 梶 よう子 集英社 Fカジ

小説 ヴィンテージガール 川瀬 七緒 講談社 Fカワ

小説 迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 新潮社 Fキシ

小説 階層樹海 椎名 誠 文藝春秋 Fシイ

小説 ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史 実業之日本社 Fシモ

小説 なごり雪 新堂 冬樹 KADOKAWA Fシン

小説 その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社 Fセオ

小説 オオカミ県 多和田 葉子 論創社 Fタワ

小説 つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子 双葉社 Fツム

小説 ムーンライト・イン 中島 京子 KADOKAWA Fナカ

小説 幕間のモノローグ 長岡 弘樹 PHP研究所 Fナガ

小説 蝶として死す 羽生 飛鳥 東京創元社 Fハニ

小説 沙林 帚木 蓬生 新潮社 Fハハ

小説 君の心を読ませて 浜口 倫太郎 実業之日本社 Fハマ

小説 きみの傷跡 藤野 恵美 KADOKAWA Fフジ

小説 終わりの歌が聴こえる 本城 雅人 幻冬舎 Fホン

小説 前夜 森 晶麿 光文社 Fモリ

外国文学 クララとお日さま カズオ・イシグロ 早川書房 933

外国文学 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで エリザベス・ハンド 東京創元社 933

外国文学 断絶 リン・マー 白水社 933

小説・エッセイ
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ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

きげん ニッポン第1号ものがたり 楠木 誠一郎 講談社 031

おかね 小学生から知っておきたいお金のはなし たけや きみこ/監修 新星出版社 337

ふくし 福祉用具の図鑑 徳田 克己/監修 金の星社 369

ふんか 桜島の赤い火 宮武 健仁 福音館書店 453

まりも 富士山のまりも 亀田 良成 福音館書店 474

むし 雪虫 石黒 誠 福音館書店 486

おんだんか ツリーハウスの風 楠木 誠一郎 講談社 519

はいきぶつ キッズvsプラスチック大作戦 マーティン・ドーレー 化学同人 519

はっこう すっぱいのひみつ 赤野 裕文 金の星社 588

しゅげい はじめての手づくり針を使わない手芸 Loving moon/他 日東書院本社 594

にわ 日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生 あすなろ書房 629

ようさん 富岡製糸場 田村 仁 福音館書店 632

こうげい 伝統工芸のよさを伝えよう 増田 勝彦/監修 金の星社 750

スポーツ eスポーツプレイヤーになるには? RIZeST/監修 金の星社 798

こくご 国語で使える!グラフや表を用いて書こう 青山 由紀/監修 あかね書房 810

にほんご イラストでわかるオノマトペじてん 小野 正弘/監修 成美堂出版 814

おはなし あおぞらこども食堂はじまります! いとう みく ポプラ社 913

おはなし うさぎタウンのおむすびやさん 小手鞠 るい 講談社 913

おはなし Mガールズ 濱野 京子 静山社 913

おはなし さいごのゆうれい 斉藤 倫 福音館書店 913

おはなし 葉っぱにのって 濱野 京子 金の星社 913

おはなし わたし、パリにいったの たかどの ほうこ のら書店 913

おはなし 町にきたヘラジカ フィル・ストング 徳間書店 933

おはなし ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ あすなろ書房 949

えほん あまがえるりょこうしゃ 松岡 たつひで 福音館書店

えほん いつかあなたをわすれても 桜木 紫乃 集英社

えほん うまれたよ!トカゲ 関 慎太郎 岩崎書店

えほん 進化をたどる7億年の旅 ジョン・ウッドワード 河出書房新社

えほん すきなことにがてなこと 新井 洋行 くもん出版

えほん なんでもない 鈴木 のりたけ アリス館

えほん ねむろんろん  村中 李衣 新日本出版社

えほん はしごしゃののびるくん 正高 もとこ 岩崎書店

えほん はらすきー あきやま ただし 講談社

えほん ぴぽん 内田 麟太郎 鈴木出版

えほん みどりのあらし 高山 なおみ 岩崎書店

えほん みんなとおなじくできないよ 湯浅 正太 日本図書センター


