
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年８・９月号 Ｎｏ.１２２ 

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。 

わたしのおすすめの 1 冊～みんなで作る展示～ 
利用者の皆さまからおすすめの本を募集します。今まで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！※マンガ・雑誌は除きます。 

ご記入いただいた用紙は本と一緒に図書館で紹介いたします。 

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。  

応募方法：応募用紙に記入して、泉佐野市の各図書館にお持ちください。 
 

対 象：小学生以上 
 

募集期間：8 月 1 日（日）から 9 月 29 日（水）まで 
 

受付場所：市内各図書館窓口 
 

本と紹介文の展示期間：10 月 1 日（金）から 10 月 27 日（水）まで 

※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。 

夏休み映画会 

「劇場版ムーミン   パペット・アニメーション」 

日 時：8 月 15 日（日） 

午後 2 時より上映（開場 午後 1 時 45 分） 
 
場 所：日根野公民館 ３階多目的室 
 

定 員：30 名 
 

受 付：8 月 3 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 

上映時間 87 分 

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 

 

参加無料 

https://1.bp.blogspot.com/-0h25wL_InKk/XW87Hs0AKjI/AAAAAAABUok/lF_mclUXtosC4J3WuZAJkByfExarSVNSQCLcBGAs/s1600/fruit_suika_red.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 
※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。 

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 

 

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 ： 8 月 11 日（水）・9 月 22 日（水） 

午前 11 時～午前 11 時 30 分（開場 午前 10 時 50 分） 

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 

スキンシップにヨガを取り入れて、心も体もリフレッシュ＆リラックス！ 

 
日 時：8 月 25 日（水）午前 10 時 30 分～11 時 15 分（開場 午前 10 時 15 分） 

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：生後 5・6 ヶ月頃（おすわり期～はいはい期）の乳児と保護者 

講 師：井上 照子さん（こどもヨーガ准専門士） 

服 装：動きやすい服装 

持ち物：バスタオル、飲み物 

定 員：6 組 

受 付：8月 11日（水）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 

おやこヨガ（なでなでヨーガ） 
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？ 

①午前 10 時～11 時 30 分（開場 午前 9 時 45 分） 

②午後 2 時～  3 時 30 分（開場 午後 1 時４５分） 

日 時：9 月 23 日（木・祝） 

               

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 5 名  

受 付：9 月 8 日（水）午前 9 時 30 分から電話でのみ受付 

※先着順、定員になり次第受付終了 

参加無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

みんな、星のかけらから ジーン・ウィリス フレーベル館 低学年向け 

よるのとしょかんだいぼうけん 村中 李衣 BL 出版 低学年向け 

ゴッホの星空 バーブ・ローゼンストック ほるぷ出版 中学年向け 

まんげつの夜、どかんねこのあしがいっぽん 朽木 祥 小学館 中学年向け 

夜の小学校で 岡田 淳 偕成社 高学年向け 

 きむら ゆういち 作 講談社      

それは、あらしのよるに始まった。オオカミのガブとヤギのメイは、おたがいの姿を

知らないまま、ふたたび会うやくそくをし…。オオカミとヤギ。相容れない者同士の友

情の結末は…？シリーズ絵本が一冊にまとめられています。 

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。 

 おうちのベランダを使って、気軽に家庭菜園を始めてみませんか？必要な

道具や基本的なテクニックから、おしゃれなベランダの作り方まで載ってい

ます。いろいろな野菜やハーブが作れますよ。 

「石の文学館」 

和田 博文 編 筑摩書房 B 918.6 

「ひえひえひんやりツアー」 

楠 章子 作 あおき ひろえ 絵 あかね書房 えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

 稲垣足穂や塩野七生をはじめ、著名作家による鉱物、宝石、神殿、石仏など、

様々な石にまつわる 38篇を収録。石が好きなあなたも、そうでない方も、読

めば石に興味がわいてくるかもしれません。 

 しょうてんがいのふくびきであたったのは、ひえひえひんやりツアー！むか

えにきたドクロといっしょにオーロラをみたり、つめたいしょくじをたのしん

だり。さいしょはよかったけれど、からだがだんだんひえてきて… 

      

あらしのよるに   完全版 

「おしゃれに飾るベランダ菜園」 

原 由紀子 監修 ブティック社 626.9 

 

 

今月号のテーマは [ よる ] です。 



開館日のおしらせ 

佐野公民館図書室のみ 9 月 19 日（日）～23 日（木） 

エレベーター工事のため臨時休館いたします。 

 

(開場 午後 1 時 45 分) 

北部公民館図書室のみ 8 月 14 日（土） 

設備メンテナンスのため臨時休館いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

         (開場 午後 10 時 45 分) 

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 8・9 月号 No.１２２ 

2021 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/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。 

９月 

50 分 

8 月 4 日 ・ 18 日 

9 月 1 日 ・ 15 日 

 

77 分 

おはなし会 

日時   8 月 14 日（土）  午後 2 時から 

日時   9 月 11 日（土）  午後２時から 

          (開場 午後 1 時 45 分) 

偶数月第３土曜日開催 毎月第２土曜日開催 

黄金の羅針盤（日本語吹替）』 

『ライラの冒険  

１13 分 クリス・ワイツ/監督・脚本 

ダコタ・ブルー・リチャーズ/出演 

  
2007 年作品 

日時 8 月 21 日（土）午後１時 30 分から 

(開場 午後 1 時 15 分) 

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 

「ピーターパン」 

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 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険

―土星の段◆宇宙の果ての段」 

８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) 

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 

 

9 月 26 日（日） 出演：クローバー 

 

 

※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。 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 絵と図でわかるAIと社会 江間 有沙 技術評論社 007.1

SNS はじめての今さら聞けないインスタグラム 吉岡 豊 秀和システム 007.3

文章 「バズる文章」のつくり方 尾藤 克之 WAVE出版 007.3

哲学者 哲学の女王たち レベッカ・バクストン/他編 晶文社 102.8

哲学 自由を手に入れる方法 エピクテトス 文響社 131.5

性格 しいたけ.の小さな開運BOOK しいたけ. マガジンハウス 141.9

人生訓 東大メンタル 西岡 壱誠/他 日経BP 159

神道 日本神道史 岡田 莊司/他編 吉川弘文館 172

海賊 新世界海賊の作法 山田 吉彦/監修 G.B. 209

日本文化 「勘違い」だらけの日本文化史 八條 忠基 淡交社 210.1

スコットランド スコットランド通史 木村 正俊 原書房 233.2

伝記 偉人名言迷言事典 真山 知幸 笠間書院 280.4

環境問題 13歳からのレイチェル・カーソン レイチェル・カーソン日本協会/編 かもがわ出版 289.3ｶｿ

旅行案内 k.m.p.の、旅したくてぐるぐる。 k.m.p. 東京書籍 290.9

地理 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田 龍昭 ベレ出版 291

案内記 ご近所半日旅 吉田 友和 ワニブックス 291.0

リスク リスク大全 深津 嘉成 インプレス 301

先住民族 命を落とした七つの羽根 タニヤ・タラガ 青土社 316.8

憲法 知って楽しい世界の憲法 西 修 海竜社 323.0

SDGs SDGs時代の社会貢献活動 前林 清和/他 昭和堂 333.8

人間関係 ストレス0の雑談 井上 智介 SBクリエイティブ 361.4

自由教育 子どもの才能を引き出す 李 雅卿 日本実業出版社 371.5

国語教育 高校に古典は本当に必要なのか 長谷川 凛/他編 文学通信 375.8

家庭教育 保健室の先生だけが知っている子育て 渡邊 真亀子 総合法令出版 379.9

食生活 古代の食を再現する 三舟 隆之/他編 吉川弘文館 383.8

実験 理系研究者の「実験メシ」 松尾 佑一 光文社 407

平面幾何学 四角形の七不思議 細矢 治夫 講談社 414.1

数理統計学 絵と図でわかるデータサイエンス 上藤 一郎 技術評論社 417

宇宙 星の王子さまの天文ノート 縣 秀彦 河出書房新社 440

地図 方向音痴って、なおるんですか? 吉玉 サキ 交通新聞社 448.9

古生物学 生きている化石図鑑 土屋 健 笠倉出版社 457

遺伝学 まんがでわかるみんなの遺伝子の謎 C.フランドリ 西村書店 467

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年8・9月号



さめ 寝てもサメても深層サメ学 佐藤 圭一/他 産業編集センター 487.5

からす もっとディープに!カラス学 杉田 昭栄 緑書房 488.9

便秘 慢性便秘・ガス腹・過敏性腸症候群 文響社 493.4

小児科学 赤ちゃんとキッズの肌育&スキンケア 佐々木 りか子/監修 主婦の友社 493.9

アトピー アトピー性皮膚炎をしっかり治す本 大矢 幸弘 法研 494.8

月経 生理で知っておくべきこと 細川 モモ 日経BP 495.1

精神衛生 自律神経が整う考え方 原田 賢 朝日新聞出版 498.3

握り飯 ラクやせおにぎり 小澤 幸治 あさ出版 498.5

薬用植物 散歩で見つける薬草図鑑 指田 豊/監修 家の光協会 499.8

建設事業 土木の仕事ガイドブック 柴田 久 学芸出版社 510.9

自動車工業 2035年「ガソリン車」消滅 安井 孝之 青春出版社 537.0

電子回路 基本からわかる電子回路 高崎 和之/監修 ナツメ社 549.3

石鹼 季節を愉しむ手づくり石けん うた 秀和システム 576.5

洋裁 1枚でかわいいワンピース ブティック社 593.3

料理 人気店のスパイスレシピ 家の光協会 596

素麵 ラク旨!無限そうめんレシピ ソーメン二郎/監修 扶桑社 596.3

育児 あそびアイデアBOOK 開 一夫/監修 朝日新聞出版 599

産業 産業遺産 黒沢 永紀/他 昭文社 602.1

ねこ わたしはドレミ 平野 恵理子 亜紀書房 645.7

獣医学 野生動物医学への挑戦 浅川 満彦 東京大学出版会 649.4

マーケティング 最新マーケティング図鑑 平野 敦士カール/監修 宝島社 675

商品 尊敬される贈り物350 日経BP 675.1

路面電車 日本路面電車地図鑑 地理情報開発/編 平凡社 686.9

案内業 パッケージツアーの文化誌 吉田 春生 草思社 689.6

水墨画 花言葉花の絵図鑑 岡田 潤 日貿出版社 724.1

奇術 簡単なのに人を惹き付けるマジック ひろむ KADOKAWA 779.3

登山 地図アプリで始める山の地図読み 佐々木 亨 山と溪谷社 786.1

釣り ゼロから始める海釣り入門 コスミック出版 787.1

チェス チェス次の一手111題 東 公平 河出書房新社 796.9

言語心理学 「皮肉」と「嫌み」の心理学 ロジャー・クルーズ ニュートンプレス 801.0

言語教育 デジタルで変わる子どもたち バトラー後藤裕子 筑摩書房 807

漢字 面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部/編 青春出版社 811.2

琉球語 沖縄語をさかのぼる 島袋 盛世 白水社 818.9

書簡文 文豪たちの断謝離 豊岡 昭彦/他編 秀和システム 910.2

詩集 踊る自由 大崎 清夏 左右社 911.5

紀行文学 鉄道無常 酒井 順子 KADOKAWA 915.6

ルポルタージュ 牧師、閉鎖病棟に入る。 沼田 和也 実業之日本社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 銀行支店長、泣く 江上 剛 実業之日本社 B Fエガ

文庫 ドッグファイト 谷口 裕貴 徳間書店 B Fタニ

文庫 夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな ポプラ社 B Fテラ

文庫 SIS 鳴神 響一 角川春樹事務所 B Fナル

文庫 金の角持つ子どもたち 藤岡 陽子 集英社 B Fフジ

エッセイ もうあかんわ日記 岸田 奈美 ライツ社 Eキシ

エッセイ 幕張少年マサイ族 椎名 誠 東京新聞 Eシイ

エッセイ 生老病死 山折 哲雄 KADOKAWA Eヤマ

小説 レンタルフレンド 青木 祐子 集英社 Fアオ

小説 華の譜 梓澤 要 新潮社 Fアズ

小説 ブラック・チェンバー・ミュージック 阿部 和重 毎日新聞出版 Fアベ

小説 光をえがく人 一色 さゆり 講談社 Fイツ

小説 海辺の金魚 小川 紗良 ポプラ社 Fオガ

小説 流転の中将 奥山 景布子 PHP研究所 Fオク

小説 うらんぼんの夜 川瀬 七緒 朝日新聞出版 Fカワ

小説 インドラネット 桐野 夏生 KADOKAWA Fキリ

小説 最終飛行 佐藤 賢一 文藝春秋 Fサト

小説 白医 下村 敦史 講談社 Fシモ

小説 ファウンテンブルーの魔人たち 白石 一文 新潮社 Fシラ

小説 空の王 新野 剛志 中央公論新社 Fシン

小説 へんこつ 谷 治宇 角川春樹事務所 Fタニ

小説 琥珀の夏 辻村 深月 文藝春秋 Fツジ

小説 赤の呪縛 堂場 瞬一 文藝春秋 Fドウ

小説 SL銀河よ飛べ!! 西村 京太郎 講談社 Fニシ

小説 野球が好きすぎて 東川 篤哉 実業之日本社 Fヒガ

小説 還らざる聖域 樋口 明雄 角川春樹事務所 Fヒグ

小説 世阿弥最後の花 藤沢 周 河出書房新社 Fフジ

小説 星影さやかに 古内 一絵 文藝春秋 Fフル

小説 プリンス 真山 仁 PHP研究所 Fマヤ

小説 まりも日記 真梨 幸子 講談社 Fマリ

小説 インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー 皆川 博子 早川書房 Fミナ

小説 JAGAE 夢枕 獏 祥伝社 Fユメ

外国文学 台北プライベートアイ 紀 蔚然 文藝春秋 923.7

外国文学 女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート 早川書房 933

外国文学 最後のユダヤ人 ノア・ゴードン 未知谷 933

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

なまえ にほんごえいごこれなあに?300 講談社 031

しんりがく 心理学を使ってこころを整理する本 齊藤 勇/監修 学研プラス 140

ちり キャラ絵で学ぶ!都道府県図鑑 伊藤 賀一/監修 すばる舎 291

せんそう 聞かせて、おじいちゃん 横田 明子 国土社 319

ほうりつ わかる!役に立つ!法律の教科書 夏目 麻央/監修 学研プラス 320

ぼうさい 防災ハンドメイド 辻 直美 KADOKAWA 369

かがく なぜ私たちは理系を選んだのか 桝 太一 岩波書店 407

ちがく チバニアン誕生 岡田 誠 ポプラ社 456

いきもの 信じられない現実の生きもの図鑑 DK社/編 東京書籍 480

けんこう 予防・手当・体づくり 鈴木 和弘/他 国土社 498

きゅうり まるごときゅうり 八田 尚子 絵本塾出版 626

ほげい くじらの子 石川 梵 少年写真新聞社 664

てつどう でんしゃでまなぶすうじとさんすう 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

きかんしゃ トーマスのひみつ100 ポプラ社 726

しょうぎ 子ども詰将棋1手詰め250問 及川 拓馬/監修 ナツメ社 796

ゲームソフト まんがでプログラミング　Scratch3.0編 橋爪 香織/他 インプレス 798

おはなし あしたもオカピ 斉藤 倫 偕成社 913

おはなし おねえちゃんって、ちょっぴりせのび! いとう みく 岩崎書店 913

おはなし カイトとルソンの海 土屋 千鶴 小学館 913

おはなし Surf Boys 南田 幹太 PHP研究所 913

おはなし さよならのたからばこ 長崎 夏海 理論社 913

おはなし 夏のカルテット 眞島 めいり PHP研究所 913

おはなし 名物かき氷!復活大作戦 草香 恭子 岩崎書店 913

おはなし スパイ・バレリーナ ヘレン・リプスコム 早川書房 933

おはなし 分解系女子マリー クリス・エディソン 小学館 933

おはなし ラスト・フレンズ ヤスミン・ラーマン 静山社 933

えほん あっぱれ!どぐうちゃん 堀切 リエ ポプラ社

えほん いつつごうさぎとうみのほうせき まつお りかこ 岩崎書店

えほん お月さんのシャーベット ペク ヒナ ブロンズ新社

えほん おばけとかくれんぼ 植垣 歩子 ほるぷ出版

えほん きょうりゅうレディ リンダ・スキアース 出版ワークス

えほん すいかのたね グレッグ・ピゾーリ こぐま社

えほん ディアボーイ パリス・ローゼンタール/他 主婦の友社

えほん とうもろこしぬぐぞう はらしま まみ ポプラ社

えほん パパとタイガのとびっきりキャンプ! セバスチャン・ブラウン 教育画劇

えほん 楽園のむこうがわ ノリタケ ユキコ/他 あすなろ書房


