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図書館だより いずみさの 

 だんだんと暑くなってくる季節ですね。熱中症の予防には、こまめな水分補給が

大切です。熱中症対策としてお出かけの時には水筒を持って出かけましょう。 

 本は人とは違って水にとても弱いので、図書館の中では飲んだり食べたりはでき

なくなっています。水分補給などは、図書館の外でお願いいたします。 

情報コーナーが新しくなりました！ 

 ロッカーが並ぶエントランスにあった情報コーナーが、図書館に入っ

てすぐのところまで拡張しました。新しくできた情報コーナーには、泉

佐野市と泉州地域の情報、図書館や本に関する案内を置いています。同

じ敷地内にある生涯学習センターや泉の森ホールの催しに関する案内

もあります。従来のエントランス部分には大阪府下からのお知らせや、

仕事・職業に関するもの、美術や芸術の展覧会案内などを重点的に置い

ています。 

 チラシやポスターなどは、こまめに補充・変更していますので、図書

館にいらした際はぜひお立ち寄りください。地域の情報だけでなく、ち

ょっとお得なお知らせに出会えるかもしれません。 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館からのお知らせ

「赤ちゃんの駅」を開設しました！ 

 泉佐野市内の様々な施設に設置されている、赤ちゃんと一

緒に利用できる休憩施設、「赤ちゃんの駅」がレイクアルスタ

ープラザ・カワサキ中央図書館にもできました！ 

授乳やおむつ換え、急にぐずり出した赤ちゃんの休憩など

にご利用ください。 

 貸出カウンターの後ろ、「赤ちゃんの駅」のポスターが目印

です。ご利用の際は、カウンターにいる職員にお気軽にお声

がけください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

蔵書点検って必要？. 

 年に一度、図書館が長いお休みを使って行っている蔵書点検。長く図書館を利用できない

など、ご迷惑をおかけしていますが、実はとっても大切な期間なんです。 

 現在、図書館では本やＣＤなど約４２万点の資料の有無をコンピュータで管理していま

す。図書館にあると表示されている資料が、本当にきちんと図書館にあるかどうかの確認を

するのが、蔵書点検の一番の目的です。期間中は、その資料を一点一点データと照らし合わ

せる地道な作業をしています。本来の場所とは違う本棚に入ってしまっていた資料や、ずっ

と見つからなかった資料などを見つけ出すことができます。 

この期間に図書館全体の大掃除を行っています。本に溜まったものから本棚の奥まで、一

年間の埃を一気に落とします！ 

 蔵書点検が終わってすぐの図書館は、全部の資料が見つけやすく整理整頓され、埃が落と

されてすっきりしています。開館したらぜひいらしてください！ 

図書館からのおしらせ 

夏休み親子劇場 

「おやこＤｅ人形劇」 

洋画にチャレンジ！ 

「夏休みこどもシネマ」 
 誰もが知っている不朽の名作を上映

予定！少しむずかしいかもしれないけ

れど、お父さん、お母さん、友達みんな

で感動しよう！ 

人形劇団「ひまわり」がお届けする、

楽しい人形劇！絵本などでみんなが知

っているお話なので、どなたでも楽しん

でいただけます。手作りの人形が創り出

す世界をぜひご覧ください。 

夏休みの宿題を乗り切れ！ 

「感想文連続講座」 

毎年頭を悩ます宿題の一つ、「読書感想

文」！そんな読書感想文を書きあげる、ちょ

っとしたヒントを教えちゃいます！これで今

年の宿題はバッチリ？ 

今年もあります 

「課題図書の貸出」 

第61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！夏休み

の宿題に、コンクールの応募にお役立て

ください。貸出・予約ともに７月１日か

らの受付です。 

図書館には課題図書以外にもたくさ

んの児童書があります。感想文を書くた

めの本に困ったら、お気軽にカウンター

までお越しください。 

今年の図書館は楽しい催し目白押し！！ 

詳しい情報は、6 月 26 日より、順次 

お知らせいたします。お楽しみに！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

うみのかくれんぼ  ひさかたチャイルド 低学年向け 

なつですよ 柴田 晋吾 金の星社 低学年向け 

うみやまてつどう 間瀬 なおかた ひさかたチャイルド 中学年向け 

水の精とふしぎなカヌー 岡田 淳 理論社 中学年向け 

ピッピ 船にのる リンドグレーン 岩波書店 高学年向け 

夏
な つ

の庭
に わ

 The Friends         湯本 香樹実作  

ちょっとした好奇心から、ひとり暮らしのおじいさんを見張りはじめた「ぼ

く」たち。見張られているとわかったおじいさんは、最初は邪険にしていたが、

見張りを続けるうちにだんだんと元気になっていき、やがておじいさんと少し

ずつ会話をするようになっていく。（小学校高学年向け） 

楽しい夏休みももうすぐ！ 海にいく？ 山にいく？ それとも……。 

夏と海と山のお話をあつめました！ わくわくどきどきしてください。 

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をご覧ください。 

「慟哭の谷」   木村 盛武 著  文藝春秋社    Ｂ489.5 

大正４年、北海道三毛別で実際に起こったヒグマによる史上最大の獣害事件。

越冬支度をしていた開拓民の村を襲った巨大熊と、住民の息詰まるような対決

の日々を描いている。 

中央政府から遠く離れた北の大地で起きた惨劇の実態を生々しく描いた記録。 

 

「真紅の人」   蒲原 二郎 著  ＫＡＤＯＫＡＷＡ   Ｆカン 

摂津の国で天涯孤独のまま育った貧しい少年佐助には、人には言えない秘密が

あった。徳川家への復讐、そして愛する人たちへの熱い思いを胸に秘めたまま、

佐助は大阪城に篭城する真田信繁のもとで参戦することとなる。果たして佐助

の願いは叶えられるのか。 

 

「青空バーベキュー」 野中 柊 著／長崎 訓子 絵 理論社 児 913 

ポンポンはとっても食いしんぼうのパンダのコックさんです。そしておいしい

ものをみんなに食べさせることがだい好き。まいにち、みんなはポンポンのお

店においしいごはんを食べにきます。おいしいお料理とそれを分け合える仲間

たち。おいしいってしあわせですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
       

 ① 2 ３ ４ ５ ６ 

7 ) 9 10 11 12  

 0      

 7    26 27 

28 > 30     

日 月 火 水 木 金 土 
       

   １ ２ ３ ４ 

5 ⑥ 7 8 9 10 11 

12 . 14 15 16 17 18 

19 5 6 22 23 24 25 

26 < 28 29  31  

６月 ７月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

 

「名探偵コナン 

１４番目の標的(ターゲット)」 100 分 

日時 7 月１１日（土） 午後 2 時から 

 

申込み不要・会場の都合により 80 名まで 

 

※６月の上映は蔵書点検のためありません。 

懐かしの映画 午後のキネマ 

           偶数月第３土曜日開催 

※６月の上映は蔵書点検のためありません。 

 

次回は８月 15 日（土）を予定しています。 

おはなし会 

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 3 日※１７日は蔵書点検のため休止 

7 月 １日・１５日 

時間 午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

会場 ２階視聴覚室 

泉佐野市立図書館は、以下の日程に、年に一度の

蔵書点検のため全館休館いたします。 

６月１３日（土）～６月２５日（木） 

５月２３日～６月１２日まで、お１人１０点５週

間の貸出を行っております。 

期間中の返却ポストはご利用いただけます。 

蔵書点検のお知らせ 

 

いずみさの図書館だより 2015 年 6・7 月号 No.85 

2015 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/ 

レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

移動図書館いちょう号 

TEL 072-469-7130 

佐野公民館図書室   TEL 072-463-6035 

長南公民館図書室     TEL 072-469-1101 

○休館日 □図書整理日 

※６月１３日～２５日は蔵書点検期間です。（返却ポストはご利用になれます。） 

お問い合わせ 

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 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

知識 試験に受かる「技術」 吉田 たかよし 講談社 002.7

心理学 顔を忘れるフツーの人、瞬時に覚える一流の人 山口 真美 中央公論新社 141.5

心理学 正しい恨みの晴らし方 中野 信子（他） ポプラ社 141.6

人生訓 定年女子 岸本 裕紀子 集英社 159.6

宗教 イスラーム生と死と聖戦 中田 考 集英社 167

宗教 止まった時計 松本 麗華 講談社 169.1

貨幣 ユダヤ人、世界と貨幣 ジャック・アタリ 作品社 227.9

歴史 古代末期のローマ帝国 ジリアン・クラーク（他） 白水社 232.8

皇室 昭和天皇七つの謎 加藤 康男 ワック 288.4

伝記 定職をもたない息子への手紙 ロジャー・モーティマー（他） ポプラ社 289

伝記 辰野金吾 河上 眞理（他） ミネルヴァ書房 289

紀行 機長の絶景空路 杉江 弘 イカロス出版 291.0

旅行 日帰り山あるき関西 ジェイティービーパブリッシング 291.6

論文 日本の反知性主義 赤坂 真理(他) 晶文社 304

地方 反骨の市町村 相川 俊英 講談社 318

経済 図解ピケティ入門 高橋 洋一 あさ出版 331.2

能率 速さは全てを解決する 赤羽 雄二 ダイヤモンド社 336.2

職場 あなたの隣のモンスター社員 石川 弘子 文藝春秋 336.4

保険 月1万円削減する!生命保険加入&見直しBOOK 廣済堂出版 339.4

就職 働きたいママの就活マニュアル 毛利 優子 自由国民社 336.2

社会 大阪のおっちゃん! 千秋 育子 辰巳出版 361.4

家庭 「毒親」の子どもたちへ 斎藤 学 メタモル出版 367.3

家庭 50歳からはじめる定年前の整理術 造事務所/編 日本経済新聞出版社 367.7

福祉 貧困の中の子ども 下野新聞子どもの希望取材班　　　 ポプラ社 369.4

教育 「困っている」子どものこと一番に考えられますか? 太田 功二 学びリンク 370.4

教育 真っ先に読むADHDの本 司馬 理英子 主婦の友社 378.6

教育 子育ては心理学でラクになる DaiGo 主婦と生活社 379.9

民俗 モノと図像から探る怪異・妖怪の世界 天理大学考古学・民俗学研究室/編 勉誠出版 388.1

数学 迷路の中のウシ イアン・スチュアート/原著 共立出版 410.7

植物 京の路地裏植物園 田中 徹 淡交社 472.1

動物 天使すぎるかわいさオコジョ 世界文化社 489.5

医学 医と人間 井村 裕夫／編 岩波書店 490.4

栄養 子どもの身長がぐんぐん伸びるおいしいレシピ150 主婦の友インフォス情報社/編 主婦の友インフォス情報社 493.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2015年6・7月号



医学 近藤誠の「女性の医学」 近藤 誠 集英社 495

健康 「いつものパン」があなたを殺す デイビッド・パールマター 三笠書房 498.3

健康 医者いらずの老い方 石川 恭三 河出書房新社 498.3

健康 粉豆腐で健康長寿レシピ              太田 静栄             河出書房新社     498.5

薬品 クスリに殺されない47の心得 近藤 誠 アスコム 499.1

工業 シャープ「液晶敗戦」の教訓 中田 行彦 実務教育出版 509.2

環境 PM2.5危機の本質と対応 石川 憲二 日刊工業新聞社 519.3

建築 日本が世界に誇る名作モダン建築 伊藤 隆之 エムディエヌコーポレーション 523.1

電子 倒れゆく巨象 ロバート・クリンジリー 祥伝社 549.0

食品 「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか? 三田村 蕗子 日本実業出版社 588.3

育児 子育てで破産しないためのお金の本 畠中 雅子/監修 廣済堂出版 591.8

洋裁 小さな子どものためのかわいい服 堀江 直子 文化出版局 593.3

手芸 かわいいつまみ細工 hong presents パッチワーク通信社 594.6

手芸 四季のミニキルトとバッグ パッチワーク通信社 594.9

美容 ゴールデンバランス美人メイクのきほん 西島 悦 マガジンハウス 595.5

料理 わたしの1週間献立表 飛田 和緒 家の光協会 596

料理 八方美人だし 馬場 香織 KADOKAWA 596

料理 定年紳士たちの料理教室 江上和子と当仁公民館・男の料理教室 梟社 596.0

菓子 パティスリーのためのバター不足対応レシピ 菊地 賢一 柴田書店 596.6

住居 おかたづけ育、はじめました。 Emi 大和書房 597.5

住居 家事がしやすい部屋づくり 本多 さおり マイナビ 597.5

茶 お茶の味 渡辺 都 新潮社 619.8

園芸 だれでも花の名前がわかる本 講談社/編 講談社 627

ペット 猫のためのかんたんトッピングごはん 文化出版局/編 文化出版局 645.7

商業 マクドナルド失敗の本質 小川 孔輔 東洋経済新報社 673.9

航空 空港をゆく　2 イカロス出版 687.9

観光 一生に一度は泊まりたい絶景ホテル アサヒカメラ編集部/編 朝日新聞出版 689.8

芸術 広重「名所江戸百景」の旅 安村　敏信/監修 平凡社 721.8

写真 一度は見たい桜 森田 敏隆（他） 光村推古書院 748

工作 野の花の立体切り紙 西洋編 やまもと えみこ 誠文堂新光社 754.9

楽譜 大人が奏でたい癒しの音楽あつめました。 シンコーミュージック・エンタテイメント 763.2

俳優 健さんからの手紙 近藤 勝重 幻冬舎 778.2

体育 続ける技術、続けさせる技術 木場 克己 ベストセラーズ 780.1

釣魚 海釣り完全BOOK メイツ出版 787.1

格闘技 伝説の格闘家1000人大図鑑　Vol.1 ベースボール・マガジン社 789

茶道 茶の湯を愛したお殿さま 八尾 嘉男 淡交社 791.2

文芸 笑う漱石 南 伸坊/編 七つ森書館 911.3

文芸 五木寛之の金沢さんぽ 五木 寛之 講談社 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 今宵もウイスキー 太田 和彦／編 新潮社 Ｂ Ｅ

文庫 お前より私のほうが繊細だぞ! 光浦 靖子 幻冬舎 Ｂ Ｅミツ

文庫 顔のない幽霊 谺 雄一郎 PHP研究所 Ｂ Ｆコダ

文庫 なぞとき紙芝居 中村 ふみ KADOKAWA Ｂ Ｆナカ

文庫 あんず花菓子 和田 はつ子 角川春樹事務所 Ｂ Ｆワダ

文庫 悪意の波紋 エルヴェ・コメール 集英社 Ｂ 953

エッセイ 銀の森へ 沢木 耕太郎 朝日新聞出版 Ｅサワ

エッセイ 金沢の不思議 村松 友視 中央公論新社 Ｅムラ

小説 死を招く乗客 赤川 次郎(他) 有楽出版社 Ｆ

小説 乙女の家 朝倉 かすみ 新潮社 Ｆアサ

小説 火星に住むつもりかい? 伊坂 幸太郎 光文社 Ｆイサ

小説 人魚と金魚鉢 市井 豊 東京創元社 Ｆイチ

小説 断裂回廊 逢坂 剛 徳間書店 Ｆオウ

小説 僕とおじさんの朝ごはん 桂 望実 中央公論新社 Ｆカツ

小説 星読島に星は流れた 久住 四季 東京創元社 Ｆクズ

小説 ナナフシ 幸田 真音 文藝春秋 Ｆコウ

小説 それを愛とは呼ばず 桜木 紫乃 幻冬舎 Ｆサク

小説 札幌アンダーソング間奏曲 小路 幸也 KADOKAWA Ｆシヨ

小説 神様が降りてくる 白川 道 新潮社 Ｆシラ

小説 ぱらっぱフーガ 竹内 真 双葉社 Ｆタケ

小説 槐 月村 了衛 光文社 Ｆツキ

小説 男役 中山 可穂 KADOKAWA Ｆナカ

小説 おまめごとの島 中澤 日菜子 講談社 Ｆナカ

小説 悲録伝 西尾 維新 講談社 Ｆニシ

小説 消えたトワイライトエクスプレス 西村 京太郎 徳間書店 Ｆニシ

小説 黒薔薇 二上 剛 講談社 Ｆフタ

小説 春雷 葉室 麟 祥伝社 Ｆハム

小説 異邦人 原田 マハ PHP研究所 Ｆハラ

小説 朽ちないサクラ 柚月 裕子 徳間書店 Ｆユズ

小説 東京近江寮食堂 渡辺 淳子 光文社 Ｆワタ

外国文学 限界点 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933

外国文学 ザ・ドロップ デニス・ルヘイン 早川書房 933

外国文学 ミスター・ホームズ名探偵最後の事件 ミッチ・カリン KADOKAWA 933

外国文学 リンドグレーンと少女サラ アストリッド・リンドグレーン 岩波書店 949.8

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

かいだん 本当に怖いあなたのそばの怖い話・怖い場所大事典 ウェッジホールディングス 金の星社 147

れきし 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣 講談社 210

しゃかい 証券会社図鑑 青山 邦彦 日経BPコンサルティング 338

ふしぎ サイエンスコナン解明!身のまわりの不思議 青山 剛昌 小学館 404

はな たんぽぽ 荒井 真紀 金の星社 479

ごはん おきたらごはん 岩合 光昭 福音館書店 480

クイズ 深海生物のクイズ図鑑 学研教育出版 481

かんきょう 大気汚染のサバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版 519

しょくぶつ ジャガイモとともに 小椋 哲也/写真 農山漁村文化協会 616

どうぶつ わたしのうさぎハッピー なとり ちづ 福音館書店 645

しごと 百貨店・ショッピングセンターで働く人たち 浅野 恵子 ぺりかん社 673

なぞなぞ なぞなぞ2年3年生大百科!650問 リドル☆なぞ田 西東社 798

えいご 英語DE落語・動物園 桂 かい枝 すずき出版 837

おはなし アレハンドロの大旅行 きたむら えり 福音館書店 913

おはなし こぶたのタミー かわの むつみ 国土社 913

おはなし ショコラとコロンおかしの家のパンケーキ ふくざわ ゆみこ KADOKAWA 913

おはなし チョコちゃん 椰月 美智子 そうえん社 913

おはなし 菜の子ちゃんと龍の子 富安 陽子 福音館書店 913

おはなし まじょ子のおはなしパーラー 藤 真知子 ポプラ社 913

おはなし 3日間の物語 日本児童文学者協会 偕成社 913

おはなし リフォーム支店本日休業 あんびる やすこ 岩崎書店 913

おはなし れいにのろわれたレイ やまもと しょうぞう フレーベル館 913

おはなし ぼくと象のものがたり リン・ケリー すずき出版 933

おはなし コミック密売人 ピエルドメニコ・バッカラリオ 岩波書店 973

えほん あかきあおみどり ディック・ブルーナ 福音館書店 Ｎ

えほん まてまてタクシー 西村 敏雄 福音館書店 Ｎ

えほん あずきとぎ 京極 夏彦 岩崎書店

えほん いちねんせいになったから! くすのき しげのり 講談社

えほん おひめさまはねむりたくないけれど メアリー・ルージュ そうえん社

えほん おまかせ!ヨーチェンジャー スギヤマ カナヨ 小学館

えほん だいじなおとしもの サリナ・ユーン 岩崎書店

えほん たんぽぽねこ せな けいこ すずき出版

えほん ねねねのねこ おおなり 修司 絵本館

えほん ぼくにもできるよ! 日本てんかん協会/編 日本てんかん協会

えほん わたしのかさはそらのいろ あまん きみこ 福音館書店

児童書


