
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年４・５月号 Ｎｏ.１２６ 

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。 

移動図書館車が新しくなります！ 
 

これまでの移動図書館車は「移動図書館いちょう号」として活躍していましたが、4月

20日（水）から新しい移動図書館車「ルリビタキ」として市内を巡回運行します。これ

までの移動図書館車と同様に約 3000冊の本を積載し、町会館・集会所・小学校などの

ステーションに出向き、図書館に来館することが困難な人の支援や市民のみなさんの読書

活動の推進に取り組んでいきます。市の鳥「ルリビタキ」が大きくプリントされた「移動

図書館ルリビタキ」をぜひ、ご利用ください。 

移動図書館ルリビタキ出発式＆お披露目貸出のお知らせ 

新しくなった「移動図書館ルリビタキ」の出発式とお披露目貸出を市役所前で開催します。

お披露目貸出は、図書館カードをお持ちの方は、どなたでもご利用いただけます。また、当日

に図書館カードを作成して、移動図書館ルリビタキをご利用いただくことも可能です。 

（ご住所が確認できる運転免許証・健康保険証・学生証などが必要になります） 
 

 当日、本を借りられた方に「特製しおり」をプレゼントいたします！（無くなり次第、終了） 

  

開 催 日 時：令和 4年 4月 19日（火）午後 1時より 

開 催 場 所：泉佐野市役所玄関前 

お披露目貸出：令和 4年 4月 19日（火）午後 1時 30分～3時 30分 

※出発式終了後、準備が整い次第、お披露目貸出を開始します。 

※移動図書館では、マイナンバーカードによる貸出はできません。 

問 合 先：生涯学習課  TEL 072-469-7132 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

おりがみでおおきなこいのぼりをつくろう！ 

小さなこいのぼりをたくさん集めて、みんなで大きなこいのぼりを作りましょう！ 

期間中、各館に（移動図書館以外）おりがみとこいのぼりの折り方の見本を用意しています。

中央図書館に飾る大きなこいのぼり作りに是非参加してください。 

 
日 時 4 月 19 日（火）～５月５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、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 

対 象 どなたでも  

参加無料 

イベントの申込み・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 

ストーリーテリングとは、覚えたおはなしを、本を持たずに生の声で語ります。 

おはなしの世界を一緒に楽しみましょう。 

日 時 ４月 29 日（金・祝） 午後 2 時～3 時（開場 午後 1 時 45 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 前半：幼児から大人 後半：小学生から大人 

出 演 クローバー 

定 員 30 名 

※ 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、ご連絡先を伺います。 

ご協力をお願いいたします。 

ストーリーテリング ～おはなしで世界の旅へ～ 

※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。 申込不要 

佐野まちライブラリー 4 月 16 日（土）オープン！ 

公立図書館の出張所として、ゆっくり本を読んでいただける新たな読書空間として

「佐野まちライブラリー」がオープンします！ 

〒598-0056 元町２－１（泉佐野駅から徒歩 3 分、駐車場はありません） 

TEL : 072-447-7088 問合先 : 生涯学習課（TEL : 072-469-7132） 

開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時 

（休館日：毎週月曜日 ※月曜日が祝日にあたる場合は、翌火曜日を休館） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹 童心社 低学年向け 

森のネズミのたんけん隊 岡野 薫子 ポプラ社 低学年向け 

海にしずんだ宝をさがせ! 郷田 千鶴子 フレーベル館 中学年向け 

かいぞくのおたから 三田村 信行 あかね書房 中学年向け 

宇宙のはてから宝物 井上 林子 文研出版 高学年向け 

 富安 陽子 著 偕成社      

 

 キツネ一族から受け継いだ特別な力を持つ、ユイ、タクミ、モエの三兄弟は夜叉丸お

じさんと一緒に京都で宝さがしをすることになりました。広い京都の町をかけめぐり、

都ギツネの宝を見つけることができるのでしょうか！？ 

 

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。 

「災害大国、日本」だからこそ備えておきたいエクステリア（外構）とガー

デン（庭）についての対策を、お金の話も交えて紹介しています。 

防災についての意識を高めて、いつか来るかもしれない災害に備えること

ができます。 

 
「塩の湿地に消えゆく前に」 

ケイトリン・マレン 著   国弘 喜美代 訳  早川書房  933 

「<きもち>はなにをしているの?」 

 ティナ・オジェヴィッツ 文  河出書房新社  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

 占いで生計を立てている少女クララの元にある日、事件性のある依頼が舞い

込みます。このことがきっかけでクララは恐ろしい幻影を視るようになりま

す。果たしてクララが視る幻影とは何を示唆しているのでしょうか……。 

みんなの中にある「きもち」たち。普段はなにをしているんだろう？目には

見えないけれどきっと、色々なことをしているに違いない！そんな「きもち」

たちをユーモラスに描いています。 

      

都ギツネの宝 

「備えのエクステリア&ガーデン」 

  ブティック社    527 

 

 

今月号のテーマは [ 宝さがし ] です。 



開館日のおしらせ 

「ねこねこ日本史

ｋ            」 日時   5 月 1 4 日（土） 午後 2 時から 

（開場  午後 1 時 45 分） 

日時   4 月  9  日（土） 午後 2 時から 

（開場  午後 1 時 45 分） 

―第１巻・第２巻―」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 6 日 ・ 20 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  

2022 年４・5 月号 No.126  

2022 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.city.izumisano.lg.jp/ 

は休館日 ＊の日は中央図書館と佐野まち 

ライブラリーのみ開館となります。 

 

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。 

５月 

69 分 

5 月 4 日 ・ 18 日 

 

72 分 

おはなし会 

偶数月第３土曜日開催 毎月第２土曜日開催 

「猫侍 －劇場版－」 １00 分 

 北村一輝 主演 

 山口義高 監督 
2014 年作品 

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。 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 

TEL 072-447-7088 

移動図書館ルリビタキ 

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 

佐野まちライブラリー 

お問い合わせ 

「日本の昔ばなし  
― 大江山の鬼退治ほか ―」 

４月 

日時 4 月 16 日（土） 午後１時 30 分から 

（開場 午後１時 15 分） 

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

情報科学 知りたいことがわかる!IT&ICTキーワード図鑑 IT&ICT研究会 ナツメ社 007

読書会 読書会の教室 竹田 信弥/他 晶文社 015.6

著作権 著作権法 茶園 成樹/編 有斐閣 021.2

書店 一万円選書 岩田 徹 ポプラ社 024.0

怒り なぜ私は怒れないのだろう 安藤 俊介 産業編集センター 141.6

人生訓 ちょうどいい孤独 鎌田 實 かんき出版 159.7

神話 日本神話がわかる神々のくらし 瓜生 中 講談社 164.1

仏教 教養としての仏教思想史 木村 清孝 筑摩書房 182

戦争 アジア太平洋戦争新聞 太平洋戦争研究会 彩流社 210.7

伝記 日本史人物<あの時、何歳?>事典 吉川弘文館編集部/編 吉川弘文館 281

歴史 鎌倉殿の13人 NHK出版 289.1ﾎｳ

評伝 ニュージーランド アーダーン首相 マデリン・チャップマン 集英社インターナショナル 289.3ｱﾀﾞ

日本 老人支配国家日本の危機 エマニュエル・トッド 文藝春秋 304

人間論 ヒトの壁 養老 孟司 新潮社 304

民族問題 AI監獄ウイグル ジェフリー・ケイン 新潮社 316.8

経済学 アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? カトリーン・マルサル 河出書房新社 331

休暇 入門図解最新休業・休職の法律知識と実務手続き 森島 大吾/監修 三修社 336.4

ダイバーシティ 多様性って何ですか? 羽生 祥子 日経BP 336.4

コミュニケーション 7秒で好かれる人になるコツと、小さな習慣 藤村 純子 主婦の友社 361.4

日本 アルトゥルと行く!不思議の国・ジャパン アルトゥル KADOKAWA 361.5

キャリアデザイン ジョブ型時代を勝ち抜くキャリア戦略 中川 浩/他 秀和システム 366.2

性 ノンバイナリーがわかる本 エリス・ヤング 明石書店 367.9

ホームレス ルポ路上生活 國友 公司 KADOKAWA 368.2

児童養護施設 児童養護施設という私のおうち 田中 れいか 旬報社 369.4

物理学 物理学図鑑 福江 純/他 オーム社 420

水 知られざる水の化学 齋藤 勝裕 技術評論社 435.4

地形学 京阪神スリバチの達人 新之介/監修 昭文社 454.9

植物生態学 かおりの生態学 塩尻 かおり 共立出版 471.7

医療 ある特別な患者 エレン・デ・フィッサー サンマーク出版 490.1

消毒 図解ウイルスと除菌のことがよくわかる!本 内海 洋 あさ出版 491.7

老年医学 ぜんぶわかる高齢者のからだと病気 秋下 雅弘/監修 成美堂出版 493.1

認知症 認知症家族に寄り添う介護しやすい家づくり 堀越 智/他 日刊工業新聞社 493.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2022年4・5月号



感染症 mRNAワクチンの衝撃 ジョー・ミラー/他 早川書房 493.8

前立腺癌 一流の前立腺がん患者になれ! 安江 博 鹿砦社 494.9

月経 私たちの月経カップ 神林 美帆 現代書林 495.1

排尿障害 「トイレが近い」人のお助けBOOK 関口 由紀/監修 主婦の友社 495.4

労働衛生 おとなの発達障がいマネジメントハンドブック 森 晃爾/他 労働調査会 498.8

模型 ジオラマテクニックバイブル 瀬川 たかし 成美堂出版 507.9

倉庫管理 入門物流現場の平準化とカイゼン 鈴木 邦成 日刊工業新聞社 509.6

半導体 よくわかる最新半導体デバイスの基本と仕組み 佐藤 淳一 秀和システム 549.8

鉄 鉄の日本史 松井 和幸 筑摩書房 564.0

化粧品 化粧品成分事典 久光 一誠/監修 池田書店 576.7

食品工業 視覚化する味覚 久野 愛 岩波書店 588.0

袋物 私に似合う、手作りのリュック ブティック社 594.7

料理 一生ものの味つけレシピ 石原 洋子 家の光協会 596

料理 おいしすぎるたんぱく質おかず 藤井 恵 新星出版社 596

料理 ひとぬりで幸せになるパン友レシピ 荻山 和也 WAVE出版 596

料理 肉はシンプルに漬ける! 堤 人美 新星出版社 596.3

育児 “泣いてもいいんだよ”の育児 峯田 昌 自由国民社 599

食糧問題 食べものが足りない! 井出 留美 旬報社 611.3

除草剤 今さら聞けない除草剤の話きほんのき 農文協/編 農山漁村文化協会 615.8

飼育 ペットの命を守る本 サニー カミヤ 緑書房 645.6

画家 もっと知りたい佐伯祐三 熊田 司 東京美術 723.1

水墨画 墨の技全ガイド 伊藤 昌 日貿出版社 724.1

木版画 木版画 竹中 健司/他 誠文堂新光社 733

音楽 子どもに教える楽典 ムジカノーヴァ/編 音楽之友社 761.2

音楽 ニッポンの音楽批評150年◆100冊 栗原 裕一郎/他 立東舎 762.1

バレエ 楽しいバレエ図鑑 阿部 さや子/監修 小学館 769.9

ファッション 服と賢一 滝藤 賢一 主婦と生活社 778.2

自伝 侍役者道 千葉 真一 双葉社 778.2

バドミントン バドミントンのルール審判の基本 日本バドミントン協会/監修 実業之日本社 783.5

野球 プロ野球オーナーたちの日米開戦 山際 康之 文藝春秋 783.7

登山 実践!安心登山 洞井 孝雄 黎明書房 786.1

漢字 白川静さんに学ぶ漢字がわかるコロナ時代の二字熟語 小山 鉄郎 論創社 821.2

推理小説 フェアプレイの向こう側 法月 綸太郎 講談社 902.3

伝記 海坂藩に吹く風 湯川 豊 文藝春秋 910.2

源氏物語 源氏物語解剖図鑑 佐藤 晃子 エクスナレッジ 913.3

落語 菊池寛が落語になる日 春風亭 小朝 文藝春秋 913.7

救急医療 救命センター カンファレンス・ノート 浜辺 祐一 集英社 916

闘病記 東大教授、若年性アルツハイマーになる 若井 克子 講談社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 青の呪い 神永 学 講談社 B Fカミ

文庫 岡っ引黒駒吉蔵 藤原 緋沙子 文藝春秋 B Fフジ

文庫 旋律 望月 麻衣 双葉社 B Fモチ

エッセイ ないものねだるな 阿川 佐和子 中央公論新社 Eアガ

エッセイ モヤモヤするけどスッキリ暮らす 岸本 葉子 中央公論新社 Eキシ

エッセイ ひとまず上出来 ジェーン・スー 文藝春秋 Eジエ

エッセイ その日まで 瀬戸内 寂聴 講談社 Eセト

エッセイ 掠れうる星たちの実験 乗代 雄介 国書刊行会 Eノリ

エッセイ 吉祥寺ドリーミン 山田 詠美 小学館 Eヤマ

小説 11の秘密 大崎 梢/他 ポプラ社 F

小説 底惚れ 青山 文平 徳間書店 Fアオ

小説 仁王の本願 赤神 諒 KADOKAWA Fアカ

小説 黒白の一族 明野 照葉 光文社 Fアケ

小説 ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社 Fアサ

小説 新しい世界で 石持 浅海 光文社 Fイシ

小説 創世の日 江上 剛 朝日新聞出版 Fエガ

小説 ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社 Fエク

小説 求めよ、さらば 奥田 亜希子 KADOKAWA Fオク

小説 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 中央公論新社 Fカキ

小説 ミーツ・ザ・ワールド 金原 ひとみ 集英社 Fカネ

小説 下北沢であの日の君と待ち合わせ 神田 茜 光文社 Fカン

小説 六つの村を越えて髭をなびかせる者 西條 奈加 PHP研究所 Fサイ

小説 オン・ザ・プラネット 島口 大樹 講談社 Fシマ

小説 教育 遠野 遙 河出書房新社 Fトオ

小説 特許やぶりの女王 南原 詠 宝島社 Fナン

小説 皆のあらばしり 乗代 雄介 新潮社 Fノリ

小説 やまのめの六人 原 浩 KADOKAWA Fハラ

小説 さもなくば黙れ 平山 瑞穂 論創社 Fヒラ

小説 一九六一東京ハウス 真梨 幸子 新潮社 Fマリ

小説 マザー・マーダー 矢樹 純 光文社 Fヤギ

小説 ミス・サンシャイン 吉田 修一 文藝春秋 Fヨシ

小説 ミトンとふびん 吉本 ばなな 新潮社 Fヨシ

外国文学 ハムネット マギー・オファーレル 新潮社 933

外国文学 打ちのめされた心は フランソワーズ・サガン 河出書房新社 953.7

外国文学 ケルト人の夢 マリオ・バルガス=リョサ 岩波書店 963

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

ちょさくけん ぼくのわたしの著作権ずかん 森田 盛行/監修 ほるぷ出版 021

みえかた 錯視で遊ぼう 杉原 厚吉 誠文堂新光社 145

せいじ 月別カレンダーで1からわかる!日本の政治 伊藤 賀一/監修 小峰書店 312

SDGs サクラの川とミライの道 稲葉 なおと 講談社 318

かがくしゃ わたしの科学SCIENCE AND ME アリ・ウィンター かもがわ出版 402

かがく 数理の窓から世界を読みとく 初田 哲男/他編 岩波書店 404

かがく もしも地球がひっくり返ったら 川村 康文/監修 学研プラス 404

てんたい ブラックホールと宇宙の謎 荒舩 良孝 岩崎書店 443

まんもす よみがえれ、マンモス! 令丈 ヒロ子 講談社 457

けんこう この指とどけ 村上 しいこ 講談社 498

けんこう 保健委員アイデアブック 齋藤 久美/監修 あかね書房 498

どうぐ くらしの中のきほんのしくみ しおうら しんたろう ポトス出版 500

おんだんか CO2はどこへ行くのか? 小西 哲之/編 PHP研究所 519

きこう こども気候変動アクション30 高橋 真樹 かもがわ出版 519

やさい 野菜はすごい! 柴田書店/編 柴田書店 596

アニメーション ディズニー&ピクサー絵地図でめぐる魔法の物語 ウォルト・ディズニー・カンパニー 玄光社 778

にほんご ワケあり!?なるほど語源辞典 冨樫 純一/監修 金の星社 812

おはなし かすみ川の人魚 長谷川 まりる 講談社 913

おはなし びわ色のドッジボール もり なつこ 文研出版 913

おはなし 不思議屋敷の転校生 藤重 ヒカル 金の星社 913

おはなし ふたごチャレンジ! 七都 にい KADOKAWA 913

おはなし ようかい村のようかいばあちゃん 最上 一平 新日本出版社 913

おはなし よそんちの子 いとう みく ほるぷ出版 913

おはなし 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル 童心社 933

おはなし 飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー 徳間書店 933

えほん おおきなかぜのよる 阿部 結 ポプラ社

えほん おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 徳間書店

えほん おひさまがおちないように クオ ツェンユアン ライチブックス

えほん かさじぞう いもと ようこ 金の星社

えほん クロべぇ ふくだ いわお 光村教育図書

えほん こんなかお、できる? ウィリアム・コール 好学社

えほん サチコさんのドレス 桜木 紫乃 北海道新聞社

えほん すてきなテーブル ピーター・レイノルズ 新評論

えほん どうしてもぬすんじゃう!?心のサイン 鶴舞 文芸社

えほん バスにのるひ はせがわ さとみ 絵本塾出版

えほん みんなみんなすてきなからだ タイラー・フェーダー 汐文社

えほん 山の上に貝がらがあるのはなぜ? アレックス・ノゲス 岩崎書店


