
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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泉佐野駅前の返却ポストはご利用できません。) 

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。 

 

泉佐野市立図書館は                        

２０２２年12/2９（木）～ ２０２3 年1/４（水）まで休館いたします。 

＊北部公民館図書室は 2022 年 12/28（水）～2023 年 1/5（木）まで休館いたします。 

 

 

２０２２年１２・２０２３年１月号 Ｎｏ.１３０ 

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。 

全館 202２年12/７（水）～12/28（水）(北部のみ 12/27（火）)までの貸出に限り、 

20 点・４週間 借りていただけます。 

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（木）から開館いたします。 

（北部公民館図書室は 1/6（金）から）

 

年末年始の休館について 

北部公民館図書室開館時間変更のお知らせ 

 

利用者の皆様の利便性を調査するため、10 月 1 日から当面の間、 

開館時間が変更となります。 

変更前 １０時３０分～１８時 

変更後  ９時３０分～１７時 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間：１2 月 1 日（木）～12 月２５日（日） 

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冊クリスマスの本を紹介します。 

今年は絵本と大人の方も楽しめる本も紹介します。 

みんなで楽しみながらクリスマスを迎えましょう！ 

 

アドベントカレンダー～もうすぐ楽しいクリスマス！～ 

 

 

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にご協力お願いいたします。 

本の福袋 

いろんなテーマで選んだ本が３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：202３年 1 月５日（木）～なくなり次第終了 

※北部公民館のみ 1 月 6 日（金）～ 

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３冊分空きがあることを確認してからお持ちください。 

 
※各館、 

数量限定！ 

おいしいコーヒー片手に読書ができるくつろぎ空間 
佐野まちライブラリー 

 絵本・育児本など子育て世代が楽しめる本や、ベストセラー本などを主に取り扱い、ドリップコーヒー（有料）と

一緒にゆったりくつろげる図書館の出張所です。コワーキングスペースとしてもお使いいただけます。 

本の閲覧、貸出、返却以外にも、新規図書カードの発行も可能です。 

ほっと一息つきたいそんな時、 

佐野まちライブラリーへ是非お越しください 

〒598-0056 元町２－１（泉佐野駅から徒歩 3 分、駐車場あり） 

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） 

※詳しくは図書館ホームページ（アクセス地図）をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

しあわせおにぎり つちだ よしはる あかね書房 低学年向け 

アッチとドララちゃんのカレーライス 角野 栄子 ポプラ社 低学年向け 

くりぃむパン     濱野 京子 くもん出版 中学年向け 

卵ハンバーグは知っている    藤本 ひとみ 講談社 高学年向け 

子ども食堂かみふうせん    齊藤 飛鳥 国土社 高学年向け 

        

みんなが幸せになれるってどんな料理なの！？くろくまシェフからレストランをまかさ

れた野うさぎパティシエは、料理修行中でまだ自信がないのでお店は休みに。そこへ白う

さぎファミリーがやってきて…。 

 

 

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。 

 天敵から逃れるために動きを止めて死んだふりをするのは意味があるの？

起き上がるタイミングはどう決める？謎多き行動の裏側を昆虫学者が熱量高

く掘り下げます。 

「付き添うひと」 

岩井 圭也 著  ポプラ社  F イワ 

「1 まいのがようし」 

長坂 真護 作  あかね書房  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

少年犯罪において弁護人の役割を担う付添人の仕事に就いたオボロ。彼に舞

い込む依頼の先には簡単には心を開かない、声を上げる方法すら分からない子

ども達が心の叫びを胸に押し込め生きていた。オボロは彼らと共に人生を模索

していく。  

ガーナのとある村では、子ども達はゴミ集めをして 1 日約 20円お金をも

らう。ある日、その村に画家が訪れ「絵描きになりたければ 20 円で画用紙

を買いなさい」という。3 人の子どもがとった行動とは…？ 

 野うさぎレストランへようこそ   

 

「「死んだふり」で生きのびる」 

宮竹 貴久 著  岩波書店  481.7 

 

 

今月号のテーマは [食べる] です。 

 小手鞠 るい 作 金の星社  

 



開館日のおしらせ 

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 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図書館の催しもの 

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 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 

66 分 

50 分 

日時   12 月 10 日（土） 午後 2 時から 

日時   1 月 14 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 

「グランピーキャットの 
最低で最高のクリスマス」（日本語吹替） 

102 分 

 メーガン・シャルパンティエ 出演 

 ティム・ヒル 監督 

2014 年作品 

日時 12 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 50 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。 

「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ 
雪のネズミ」 

「ぴったんこ！ねこざかな１、２」 

１２月 

12 月 11 日（日） 「クリスマスおはなし会」 

 

 

1 月 22 日（日） 「冬のおはなし」 

(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にご協力をお願いします。 

いずみさの図書館だより  

2022 年 12・2023 年 1 月号 No.130  

2022 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/ 

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 

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。 

 

おはなし会 

1 月 18 日  

 

12 月 7 日 ・ 21 日 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分

まで 

 

毎月第 1・3 水曜日 

 

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 

土曜子どもシアター 

 

 

 

午後のキネマ 

 

 

 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報管理 メモ・ノートの極意 弓削 徹 ぱる出版 002.7

ソーシャルメディア デジタルライフ・モノワーカー 高澤 けーすけ KADOKAWA 007.3

読書 老年の読書 前田 速夫 新潮社 019.9

集中力 すぐに結果を出せるすごい集中力 荘司 雅彦 秀和システム 141.5

遺伝 生まれが9割の世界をどう生きるか 安藤 寿康 SBクリエイティブ 141.9

カウンセリング 「知らんがな」の心のつくり方 中島 輝 KADOKAWA 146.8

人生訓 「修養」の日本近代 大澤 絢子 NHK出版 159

仏像 日本の仏様ご利益事典 塩入 法道/監修 神宮館 186.8

聖書 絶望に寄りそう聖書の言葉 小友 聡 筑摩書房 193.0

日本史 地政学で読み解く日本合戦史 海上 知明 PHP研究所 210.1

日本史 嘉吉の乱 渡邊 大門 筑摩書房 210.4

日本史 総理暗殺 大橋 治雄 並木書房 210.6

古墳 近畿の古墳と古代史 白石 太一郎 吉川弘文館 216.0

伝記 歴史をこじらせた女たち 篠 綾子 文藝春秋 281.0

地名 アイヌ語で考える縄文地名 網野 皓之 花伝社 291.0

中近東 地図でスッと頭に入る中東&イスラム30の国と地域 高橋 和夫/監修 昭文社 292.7

日本 Qを追う 藤原 学思 朝日新聞出版 304

日本 専門家の大罪 池田 清彦 扶桑社 304

政治 最新戦略の地政学 秋元 千明 ウェッジ 312.9

行政 自治体クラウドファンディング 佐野 修久 学陽書房 318

法律 問題解決ツールとしての法的思考力 大城 章顕 日本実業出版社 321.0

借家法 賃貸借のしくみとルール 木島 康雄/監修 三修社 324.8

入札 日本型「談合」の研究 梶原 一義 毎日新聞出版 326.2

経済 経済がわかれば最強! DJ Nobby KADOKAWA 330.4

経済 手数料と物流の経済全史 玉木 俊明 東洋経済新報社 332

コミュニケーション “私”が生きやすくなるための同意 遠藤 研一郎 WAVE出版 361.4

雇用 ほんとうの定年後 坂本 貴志 講談社 366.2

犯罪人 逃げるが勝ち 高橋 ユキ 小学館 368.6

入学試験 未来が変わる勉強法 安田 祐輔 KADOKAWA 376.8

礼儀作法 大人の若見えを叶えるしぐさとふるまい 諏内 えみ 大和書房 385.9

祝祭日 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼 正一 淡交社 386.9

海戦 マンガ世界の海戦史 ヒサ クニヒコ イカロス出版 391.2

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2022年12・2023年1月号



科学 世界を変えた実験と研究 齋藤 勝裕 技術評論社 407

波動 数学ガールの物理ノート 結城 浩 SBクリエイティブ 424

宇宙生物学 教養としての宇宙生命学 田村 元秀 PHP研究所 440

生態学 生き物たちよ、なんでそうなった!? 五十嵐 杏南 笠間書院 468

医学用語 医学をめぐる漢字の不思議 西嶋 佑太郎 大修館書店 490.3

整体 7つの長生き整体 清水 ろっかん 主婦と生活社 492.7

化学物質 化学物質過敏症の暮らしと住まい 足立 和郎 緑風出版 493.1

筋肉 「足がよくつる」人のお助けBOOK 出沢 明 主婦の友社 493.6

科学技術 世界を変える100の技術 日経BP/編 日経BP 504

鉄道模型 Nゲージのための貨物列車サイドビュー図鑑 イカロス出版 507.9

地球温暖化 「気候変動・脱炭素」14のウソ 渡辺 正 丸善出版 519

建築 山手線の名建築さんぽ 和田 菜穂子 エクスナレッジ 523.1

自転車 eバイクが欲しい 阪東 幸成 ふらい人書房 536.8

生活 70歳からのおしゃれ生活 中山 庸子 さくら舎 590.4

着付け 楽しくなる着付け100のコツ すなお KADOKAWA 593.8

手芸 古着で作るぬいぐるみ 金森 美也子 産業編集センター 594.9

ネイルアート HITS!ネイルデザイン見本帳 ブティック社 595.4

料理 74歳、横山タカ子の体にいいごはん 横山 タカ子 家の光協会 596

料理教室 お菓子・パン・料理教室のつくり方 まつお みかこ 同文舘出版 596.0

菓子 パティシエレシピのかわいいお菓子 しぃじー KADOKAWA 596.6

育児 世界一役に立たない育児書 かねもと 白泉社 599.0

葛 葛と日本人 有岡 利幸 八坂書房 617.2

市民農園 まちを変える都市型農園 新保 奈穂美 学芸出版社 626.9

犬 相棒は秋田犬 村山 二朗 カンゼン 645.6

インターネット 3秒で勝負を決めるビジネスTikTok 堀越 大樹 インプレス 675

美学 「美味しい」とは何か 源河 亨 中央公論新社 701.1

日本画 子犬の絵画史 金子 信久 講談社 721.0

落語 落語の凄さ 橘 蓮二 PHP研究所 779.1

トレーニング 1日4分世界標準の科学的トレーニング 田畑 泉 講談社 780.7

サイクリング 臆病者の自転車生活 安達 茉莉子 亜紀書房 786.5

力士 日本で力士になるということ 飯塚 さき ホビージャパン 788.1

茶花 茶花の見分けかた、育てかた 塩見 亮一 淡交社 791.6

話しかた 「確かに、しかし」で生き方上手 樋口 裕一 さくら舎 809.2

英語 中学教科書で大人の英語学びなおし! 杉田 米行 二見書房 830

英語 英語のアポリア トム・ガリー 研究社 830.4

小説作法 あなたの小説にはたくらみがない 佐藤 誠一郎 新潮社 901.3

歌集 終楽章 笹 公人 短歌研究社 911.1

闘病記 大丈夫、いつもそばにおるよ 坪井 恵 Clover出版 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 君がくれた物語は、いつか星空に輝く いぬじゅん スターツ出版 BFイヌ

文庫 潮風メニュー 喜多嶋 隆 KADOKAWA BFキタ

文庫 アリバイ奪取 笹沢 左保 中央公論新社 BFササ

文庫 私たちは25歳で死んでしまう 砂川 雨路 小学館 BFスナ

文庫 落葉 高嶋 哲夫 幻冬舎 BFタカ

文庫 どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃 新潮社 BFタケ

エッセイ この星で生きる理由 佐治 晴夫 KTC中央出版 Eサジ

エッセイ 伽羅を焚く 竹西 寛子 青土社 Eタケ

小説 はぐれんぼう 青山 七恵 講談社 Fアオ

小説 奇跡を蒔くひと 五十嵐 貴久 光文社 Fイガ

小説 ドラゴンズ・タン 宇佐美 まこと 新潮社 Fウサ

小説 君のクイズ 小川 哲 朝日新聞出版 Fオガ

小説 喫茶とまり木で待ち合わせ 沖田 円 実業之日本社 Fオキ

小説 永遠年軽 温 又柔 講談社 Fオン

小説 イコトラベリング1948- 角野 栄子 KADOKAWA Fカド

小説 ぼくらは、まだ少し期待している 木地 雅映子 中央公論新社 Fキジ

小説 よくがんばりました。 喜多川 泰 サンマーク出版 Fキタ

小説 クロコダイル・ティアーズ 雫井 脩介 文藝春秋 Fシズ

小説 うきよの恋花 周防 柳 集英社 Fスオ

小説 われ去りしとも美は朽ちず 玉岡 かおる 潮出版社 Fタマ

小説 しろがねの葉 千早 茜 新潮社 Fチハ

小説 タラニス 内藤 了 KADOKAWA Fナイ

小説 鬼女 鳴海 風 早川書房 Fナル

小説 小説の小説 似鳥 鶏 KADOKAWA Fニタ

小説 生まれ変わっても、君でいて。 春田 モカ スターツ出版 Fハル

小説 仕掛島 東川 篤哉 東京創元社 Fヒガ

小説 やっかいな食卓 御木本 あかり 小学館 Fミキ

小説 帰ってきたお父ちゃん 水島 かおり 講談社 Fミズ

小説 探偵と家族 森 晶麿 早川書房 Fモリ

小説 麻阿と豪 諸田 玲子 PHP研究所 Fモロ

小説 ええじゃないか 谷津 矢車 中央公論新社 Fヤツ

小説 鉄道小説 乗代 雄介/他 交通新聞社 F

外国文学 Bright ジェシカ・チョン 河出書房新社 929.1

外国文学 ハロルドとモード コリン・ヒギンズ 二見書房 933ヒギ

外国文学 家の本 アンドレア・バイヤーニ 白水社 973

小説・エッセイ

新着図書案内　2022年12・2023年1月号



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

てつがく 不思議なテレポート・マシーンの話 飯田 隆 筑摩書房 104

しょくせいかつ 食べるスポーツ フードファイターの挑戦 小林 尊 偕成社 289

へいわ 世界を平和にする第一歩 井手上 漠/他 河出書房新社 319

さんすう さんすうの本 橋爪 大三郎 山と溪谷社 410

ちず 考えると楽しい地図 今和泉 隆行 くもん出版 448

ごみ ごみ 世界で一番やっかいなもの G.レイド 西村書店 518

りょうり ジブリの食卓となりのトトロ 主婦の友社/編 主婦の友社 596

たね だいどころのたね ひさかたチャイルド 615

かいが 作って発見!西洋の美術 音 ゆみ子 東京美術 723

えいご 英語が好きになる本 ユ ウォンホ かんき出版 835

おはなし 雨の日が好きな人 佐藤 まどか 講談社 913

おはなし 考えたことなかった 魚住 直子 偕成社 913

おはなし 記憶の引き出し 水溜 眞乃介 文芸社 913

おはなし 三まいのはがき おくやま ゆか 福音館書店 913

おはなし 千に染める古の色 久保田 香里 アリス館 913

おはなし たんていベイビー ねじめ 正一 文研出版 913

おはなし ニャンの日にまいります! 木内 南緒 岩崎書店 913

おはなし バンピー いとう みく 静山社 913

おはなし 夢見せバクのおまじない 萩原 弓佳 PHP研究所 913

おはなし ラベンダーとソプラノ 額賀 澪 岩崎書店 913

おはなし 妹はブロンドヘアー パク ミラ 新日本出版社 929

おはなし 木のうえのおはなし3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 大日本図書 933

おはなし チャンス ユリ・シュルヴィッツ 小学館 936

えほん あずきがゆばあさんととら パク ユンギュ 偕成社

えほん あたたかいふく ひすい とうき 文芸社

えほん イツァーク トレーシー・ニューマン 音楽之友社

えほん ウェリントンのおおきいおでかけ スティーブ・スモール 化学同人

えほん おすしがふくをかいにきた 田中 達也 白泉社

えほん くすぐってごらんおうむくん ニコ・シュテルンバウム サンマーク出版

えほん しゃしん100てんでんしゃのあいうえお 交通新聞社

えほん すかしてビックリ!手のしくみ イダン・ベン=バラク/他 あすなろ書房

えほん チキカングー 樋勝 朋巳 こぐま社

えほん ねことことり たての ひろし 世界文化ブックス

えほん はばたけ!バンのおにいちゃん とうごう なりさ 出版ワークス

えほん ふゆのコートをつくりに 石井 睦美 ブロンズ新社

えほん りんごのまほう うえだ しげこ 教育画劇


