
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年１２・２０２２年１月号 Ｎｏ.１２４ 

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。 

休館中の図書の返却は、レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館、 

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の返却ポスト 

をご利用ください。 

 (長南公民館図書室と駅前の返却ポストはご利用できません。) 

 

全館 2021 年12/8(水)～12/28(火)(北部のみ 12/28(火)正午)までの貸出に限り、 

4 週間借りていただけます。 

 

 

 

貸出できる資料の点数は通常と変わらず 15 点までです。この期間の延長については、

通常通り 3 週間と変わりませんのでご注意下さい。 

 

 

年始は1/5（水）から開館いたします。

 

ビデオやＤＶＤ・ＣＤ・カセットテープ・他館借用本は、返却ポストに入れないでください。 

 

図書館からのお知らせ 

期間：１2 月 1 日（水）～12 月２５日（土） 

場所：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館、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 

 

いよいよクリスマス！１２月１日から毎日１冊クリスマスの絵本を紹介します。 

絵本を読んでみんなで楽しみながらクリスマスを迎えましょう！ 

 

クリスマスまであと何日？アドベントカレンダー 

（中央図書館・佐野公民館図書室・長南公民館図書室・日根野公民館図書室は通常通り開館します。） 

 

泉佐野市立図書館は                        

202１年12/2９（水）～ 202２年1/４（火）まで休館いたします。 

＊12/28（火）の北部公民館図書室の開館時間は 10 時 30 分～12 時までです。 

 

年末年始の休館について 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

図書館バックヤードツアー 

普段は見ることができない、図書館の裏側をのぞいてみませんか？ 

書庫や移動図書館いちょう号の車庫などへご案内します。 

体験コーナーもご用意しています！ 

 日 時 2021 年 12 月 19 日（日）  

① 午前の部（子ども向け・小学生以上） 

午前 10 時～11 時 

② 午後の部（大人向け・中学生以上）  

午後 2 時～ 3 時（開場 午後 1 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 

持ち物 手拭き用タオル（午前の部のみ） 

定 員 各回 5 名（先着順） 

受 付 12 月 7 日（火）午前 9 時 30 分から電話で受付 

（開場 午前 9 時 50 分・保護者同伴 1 名のみ可） 

 

参加無料 

本の福袋 
いろんなテーマで選んだ本が 2 冊入っています。どんな本が入っているかはお楽しみ。 

カウンターで手続きをしてお持ち帰りください。  

 
日 時：2022 年 1 月 6 日（木）・7 日（金）・8 日（土） 

場 所：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館  

日根野公民館図書室 佐野公民館図書室   

    長南公民館図書室  北部公民館図書室   

対 象：大人向け・子ども向け（絵本・児童書） 

 

※1 人 1 袋まで。貸出・返却の手続きが必要です。 

 カードに 2 冊分空きがあることを確認してからお持ちください。 

 

※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。 

手作りけんだまを作ろう！ 

                       

日 時：2022 年 1 月 16 日（日）午前 11 時～11 時 45 分（開場 午前 10 時 45 分）

場 所：長南公民館 2 階多目的室 

対 象：5 歳～小学生と保護者（小学生は子どもだけの参加可） 

定 員：5 組（先着順） 

受 付：12 月 21 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 

 

 

 

参加無料 

紙コップでけんだまを作って楽しく遊ぼう！ 

 

※各館、数量限定！！なくなり次第終了。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

音楽室の日曜日 村上 しいこ 講談社 低学年向け 

ふしぎなよるのおんがくかい 垣内 磯子 小峰書店 低学年向け 

ピアノ調律師 M.B.ゴフスタイン 現代企画室 中学年向け 

アドリブ 佐藤 まどか あすなろ書房 高学年向け 

音楽をお月さまに フィリップ・ステッド カクイチ研究所 高学年向け 

        

森の木を育てていた祖父、バイオリンやチェロを作る楽器職人の父、そしてわたしは…？

森や楽器を身近に感じながら育った少年がチェロの音色の中に森を感じ、どんどんチェロ

に惹かれていくおはなし。いのちや自然、さまざまなつながりを感じられる絵本です。 

 

 

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。 

編み物を始めてみようと思っている方や、もっと簡単に編み物をしてみた

い方必見、特別な道具を用意しなくても簡単に色々な小物が作れます！ 

 これからの季節、編み物にチャレンジしてさむーい冬を楽しみませんか？ 

 

「たそがれ大食堂」 

坂井 希久子 著  双葉社  F サカ 

「チリンでんしゃ」 

大原 悦子 文  村田 エミコ 絵  福音館書店  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

マルヨシ百貨店にはレトロな大食堂があります。そんな大食堂に異動してき

た美由紀はマネージャーとして奮闘します。果たして美由紀は大食堂を救うこ

とができるのでしょうか？ 

作品に登場するレトロな食べ物も必見です！ 

  

男の子が大好きなおばあちゃんと一緒に、電車にのって動物園に行きます。

電車がトンネルに入ったとき、鈴を鳴らして現れたのはキリンの車掌さん！ 

動物園に行く、こどものわくわく感がファンタジーに昇華された絵本です。 

 チェロの木   

 

「ゆび編みのかわいい小物」 

Minao 著  成美堂出版  594.3 

 

 

今月号のテーマは [おんがく] です。 

 いせ ひでこ 作 偕成社 



開館日のおしらせ 

おはなし会 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

 

 

出演：クローバー 

時間：午後 2 時から午後 3 時まで 

 

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 

 申込み不要・会場の都合により 30 名まで 

 

(開場 午後 1 時 45 分) 

(開場 午後 1 時 45 分) 
(開場 午後 1 時 15 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

12 月 1 日 ・ 15 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) 

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 

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 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。 

１月 

86 分 

1 月 5 日 ・ 19 日 

 

69 分 

日時   12 月 11 日（土） 午後 2 時から 

日時    1 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 

「アイネクライネナハトムジーク」 

119 分  三浦春馬 主演 

 今泉力哉 監督 
2019 年作品 

日時 12 月 18 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 

 日曜・祝日おはなし会 

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 天狗の隠れみの 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 

「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」 

１２月 

12 月 12 日（日） クリスマスおはなし会 

 

 

1 月 30 日（日） 

(開場 午後 1 時 45 分) 

※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。 

いずみさの図書館だより  

2021 年 12・2022 年 1 月号 No.124  

2021 年 12 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/ 

※北部公民館図書室のみ、12 月 28 日は 12 時で閉館いたします。 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報科学 見るだけIT用語図鑑278 草野 俊彦 SBクリエイティブ 007

画像処理 基礎から時短ワザで覚えるPhotoshopの教科書 広田 正康 玄光社 007.6

図書館 ブックフェスタ 礒井 純充/他 まちライブラリー 016.2

ジャーナリズム 2050年のジャーナリスト 下山 進 毎日新聞出版 070.2

心理学 よくわかる発達心理学 渡辺 弥生/監修 ナツメ社 143

家族療法 はじめての家族療法 松本 健輔 北大路書房 146.8

人生訓 定年格差 郡山 史郎 青春出版社 159.4

禅宗 心をととのえるスヌーピー チャールズ・M.シュルツ 光文社 188.8

聖書 図説新約聖書の考古学 杉本 智俊 河出書房新社 193.0

世界史 西暦一年 スーザン・バック=モース 青土社 209.3

日本史 都鄙大乱 高橋 昌明 岩波書店 210.3

日本史 分裂と統合で読む日本中世史 谷口 雄太 山川出版社 210.4

遺跡 世界遺産北の縄文 北海道新聞社/編 北海道新聞社 211.0

自伝 映画の旅びと ショーレ・ゴルパリアン みすず書房 289.2ｺﾞﾙ

案内記 図説江戸の旅名所図会の世界 深光 富士男 河出書房新社 291.0

ヨーロッパ 地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント/監修 昭文社 293

日本 2022年日本は大復活する! ケント・ギルバート 宝島社 304

日本 亡国の危機 櫻井 よしこ 新潮社 304

政治 墜落 森 功 文藝春秋 312.1

警察 事件でなければ動けません 古野 まほろ 幻冬舎 317.7

法律 わたしの味方になる法律の話 遠藤 研一郎 大和書房 320

  SDGs 世界を変える5つのテクノロジー 山本 康正 祥伝社 335.1

起業 ファッションの仕事で世界を変える 白木 夏子 筑摩書房 335.8

能率 仕事にあふれるムダを見つけてなくす方法! はざま 悟/他 明日香出版社 336.2

経営管理 超実践!AI人材になる本 大西 可奈子/監修 学研プラス 336.5

メディア 生き抜くためのメディア読解 小林 真大 笠間書院 361.4

LGBT LGBTの不都合な真実 松浦 大悟 秀和システム 367.9

高齢者福祉 脳トレで機能向上ホワイトボードレク 森木 勇一郎/監修 世界文化ライフケア 369.2

家庭教育 松村式子育て仕掛学 松村 真宏 主婦の友社 379.9

化粧 ウチの江戸美人 いずみ 朔庵 晶文社 383.5

山村 山に生きる 三宅 岳 山と溪谷社 384.3

民間信仰 女人禁制の人類学 鈴木 正崇 法藏館 387

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年12・2022年1月号



素数 素数ほどステキな数はない 小島 寛之 技術評論社 412

塵劫記 塵劫記を読みとく百科 佐藤 健一 丸善出版 419.1

地形 地形学 松倉 公憲 朝倉書店 454

医学 すばらしい人体 山本 健人 ダイヤモンド社 490.4

免疫学 自分の免疫力を知る方法 廣川 勝昱 あさ出版 491.8

ひきこもり 8050親の「傾聴」が子どもを救う 最上 悠 マキノ出版 493.7

サウナ サウナのトリセツ 小林 弘幸 学研プラス 498.3

燕麦 オートミール健康レシピ 植草 真奈美/他監修 扶桑社 498.5

二酸化炭素 脱炭素革命への挑戦 堅達 京子/他 山と溪谷社 501.6

地球温暖化 最近、地球が暑くてクマってます。 水野 敬也/他 文響社 519

冷蔵 冷蔵と人間の歴史 トム・ジャクソン 築地書館 533.8

金属加工 図解よくわかる金属加工 吉村 泰治 日刊工業新聞社 566

生活 暮らしのアイデアスイッチ soeasy KADOKAWA 590

洋裁 フレンチシックなサイズとダメージのお直し 藤本 裕美 産業編集センター 593.3

こぎん こぎん刺しで作る暮らしのこもの集 ブティック社 594.2

編物 まきもの 風工房 文化学園文化出版局 594.3

美容 医師が教える最強のメンズ美容ハック 木村 真聡 幻冬舎 595

料理 至福のチーズレシピ 若山 曜子 家の光協会 596.3

菓子 今日の3時にまにあうおやつ 婦人之友社 596.6

テーブルマナー いまさら聞けない箸の持ち方レッスン 中原 麻衣子 主婦の友社 596.8

掃除 1か月に1回物を動かせば家はキレイになる 新津 春子 ポプラ社 597.9

農業機械 農家が教える足場パイプ&塩ビパイプで便利道具 農文協/編 農山漁村文化協会 614.8

文鳥 くらべてわかる文鳥の心、インコの気持ち 細川 博昭 誠文堂新光社 646.8

木材 板目・柾目・木口がわかる木の図鑑 西川 栄明 創元社 657.2

鉄道 365日日本一周鉄道の旅 蜂谷 あす美 いろは出版 686.2

案内記 藤田嗣治パリを歩く 清水 敏男 東京書籍 723.1

水彩画 はじめてのボタニカルアート 小林 英成 日本文芸社 724.4

工芸 西洋を魅了した「和モダン」の世界 金子 皓彦/編 三樹書房 750.8

舞楽 四天王寺聖霊会の舞楽 南谷 美保 東方出版 768.2

言葉 めざめの森をめぐる言葉 中嶋 朋子 講談社 778.2

水泳 闇を泳ぐ 木村 敬一 ミライカナイ 785.2

茶道 日本の美 茶の美 北見 宗幸/監修・文 淡交社 791

朗読法 「毎日音読」で人生を変える 寺田 理恵子 さくら舎 809.4

日本語 日本語をもっとつかまえろ! 飯間 浩明 毎日新聞出版 810.4

朝鮮語 世界一わかりやすい韓国語の文法 YUKIKAWA KADOKAWA 829.1

文学 ノーベル文学賞のすべて 都甲 幸治/編 立東舎 902.0

季語 季語・歳時記巡礼全書 坂崎 重盛 山川出版社 911.3

闘病記 更年期障害だと思ってたら重病だった話 村井 理子 中央公論新社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 異界怪談 闇憑 黒 史郎 竹書房 B Fクロ

文庫 梟の来る庭 野口 卓 集英社 B Fノグ

文庫 前略、今日も事件が起きています 福田 悠 宝島社 B Fフク

文庫 紅(あか)いオレンジ ハリエット・タイス 早川書房 B 933

文庫 羊の頭 アンドレアス・フェーア 小学館 B 943.7

文庫 ずっとあなたを見ている アメリー・アントワーヌ 扶桑社 B 953.7

エッセイ 七転びなのに八起きできるわけ 浅暮 三文 柏書房 Eアサ

エッセイ 定形外郵便 堀江 敏幸 新潮社 Eホリ

小説 月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子 宝島社 Fアオ

小説 翼の翼 朝比奈 あすか 光文社 Fアサ

小説 旅のない 上田 岳弘 講談社 Fウエ

小説 月と日の后 冲方 丁 PHP研究所 Fウブ

小説 老い蜂 櫛木 理宇 東京創元社 Fクシ

小説 氷の鎖 久和間 拓 双葉社 Fクワ

小説 輝山 澤田 瞳子 徳間書店 Fサワ

小説 アルテミスの涙 下村 敦史 小学館 Fシモ

小説 山のふもとのブレイクタイム 高森 美由紀 中央公論新社 Fタカ

小説 あかずの扉の鍵貸します 谷 瑞恵 集英社 Fタニ

小説 7.5グラムの奇跡 砥上 裕將 講談社 Fトガ

小説 転がる検事に苔むさず 直島 翔 小学館 Fナオ

小説 大正浪漫 NATSUMI 双葉社 Fナツ

小説 女子大小路の名探偵 秦 建日子 河出書房新社 Fハタ

小説 灼熱 葉真中 顕 新潮社 Fハマ

小説 母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 中央公論新社 Fハラ

小説 八月のくず 平山 夢明 光文社 Fヒラ

小説 北緯43度のコールドケース 伏尾 美紀 講談社 Fフシ

小説 朝と夕の犯罪 降田 天 KADOKAWA Fフル

小説 二十一時の渋谷で 古内 一絵 東京創元社 Fフル

小説 偽恋愛小説家、最後の噓 森 晶麿 朝日新聞出版 Fモリ

小説 明日、世界がこのままだったら 行成 薫 集英社 Fユキ

小説 乱世を看取った男山名豊国 吉川 永青 角川春樹事務所 Fヨシ

小説 北条義時 海音寺 潮五郎/他 作品社 F

外国文学 かけがえのない心 チョ ヘジン 亜紀書房 929.1

外国文学 魔の山 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933

外国文学 蛇座 ジャン・ジオノ 彩流社 953.7

小説・エッセイ

新着図書案内　2021年12・2022年1月号
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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

どくしょ 未来のきみを変える読書術 苫野 一徳 筑摩書房 019

せかいちり キャラ絵で学ぶ!世界の国図鑑 伊藤 賀一/監修 すばる舎 290

だいとうりょう 大統領の大事典 関 眞興/監修 くもん出版 313

せいじ 従順さのどこがいけないのか 将基面 貴巳 筑摩書房 316

せいきょういく 小学生だから知ってほしいSEX・避妊・ジェンダー・性暴力 高橋 怜奈/監修 主婦と生活社 367

こんちゅう No.1図鑑 昆虫 大谷 智通 文響社 486

でんしゃ 大阪の電車の顔図鑑 江口 明男 天夢人 536

のりもの 日本全国新幹線に乗ろう! 昭文社 686

おりもの すてきなタータンチェック 奥田 実紀 福音館書店 753

スポーツ ネコに教わるサッカー戦術 西部 謙司 ポプラ社 783

おはなし アイドルが好き! イノウエ ミホコ くもん出版 913

おはなし 五七五ぼくのとなりはブラジル人 万乃華 れん 文研出版 913

おはなし ジャノメ 戸森 しるこ 静山社 913

おはなし チイの花たば 森 絵都 岩崎書店 913

おはなし 天の台所 落合 由佳 講談社 913

おはなし なないろどうわ 真珠 まりこ アリス館 913

おはなし 文豪中学生日記 小手鞠 るい あすなろ書房 913

おはなし めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹 童心社 913

おはなし エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ ほるぷ出版 933

おはなし オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット 徳間書店 933

おはなし チェスターとガス ケイミー・マガヴァン 小峰書店 933

おはなし 湖の中のレイチェル K.R.アレグザンダー 小学館 933

おはなし 青いつばさ シェフ・アールツ 徳間書店 949

おはなし プロクター博士のおならパウダー ジョー・ネスボ 早川書房 949

えほん ありがとうのうたをうたえば マイケル・モーパーゴ  小学館

えほん いないいないにゃあ 沖 昌之 講談社

えほん じゅんばんなんてきにしない テリー・ミルン BL出版

えほん すくすくいのち はまの ゆか めくるむ

えほん ともだちのいろ きくち ちき 小峰書店

えほん ねこおばさんニンジャ マスダ フミコ 新日本出版社

えほん はじめてのおともだち よこた あきこ 国土社

えほん バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザーズ 学研プラス

えほん ヒミツのひだりききクラブ キリーロバ・ナージャ 文響社

えほん ぶうとぴょんのまほうのつえ 多田 ヒロシ こぐま社

えほん ほんやねこ 石川 えりこ 講談社

えほん みんなスーパーヒーロー カマラ・ハリス  平凡社


