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図書館だより いずみさの 

 寒い季節になりました。クリスマスやお正月など、これからの楽しいイベントを

さらに楽しくする本はいかがでしょうか。図書館では、伝統的な料理やちょっと気

合を入れたご馳走のレシピ本、部屋を飾りつけるための手作りの本、疑問に思う 

しきたりを解決する本などをご用意して、お待ちしています。 

 12月より、児童文庫の本棚を大幅にリニューアルします！ 

 小学校中学年から中学生向けの新しい児童文庫が増えるほか、

子どもたちに向けてのオススメの本を紹介するコーナーも新設

します。 

 職員オススメの本を展示していますので、本選びに迷った時に

ご活用ください。 

児童文庫の本棚が生まれ変わります!! 

 

かわいいイラストが特徴の児童文庫 

子どもが手に取りやすいかわいい表紙や挿し絵が特徴の、小学校中学年から中学生 

ぐらいの年代をターゲットにした、ヤングアダルト向けの読み物です。 

青い鳥文庫……………長年親しまれている児童文庫。大人の方も子どもの頃に読んだことが

あるのでは？ 

          代表作品：「クレヨン王国」「黒魔女さん」「若女将は小学生」など 

角川つばさ文庫………みどりの表紙が特徴の児童文庫。オリジナルやノベライズが多い。 

          代表作品：「怪盗レッド」「オンライン」など 

集英社みらい文庫……黄色の表紙が特徴の児童文庫。オリジナルやノベライズが多い。 

          代表作品：「電車で行こう！」「絶叫学級」「ひみつの図書館」など 

フォア文庫……………青い鳥文庫と並んで古くからある児童文庫。名作や伝記が充実。 

          代表作品：「ぼくは王さま」「妖界ナビ・ルナ」など 

児童文庫を一部ご紹介 

図書館からのお知らせ

おはなし会クリスマススペシャルを開催します!! 

 クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせや、エプロンシアターなどを行います。 

小学生の参加、大歓迎です！ たくさんのご来館、お待ちしております。 

日時：12月 22日（火） 14：00～15：00 

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 

申込：申込み不要 参加自由 



みなさんは、図書館内にある検索機械「OPAC（オパック）」を使ったことはあり

ますか？ 「OPAC」では、泉佐野市立図書館にある本や CDなどの資料について探

すことができます。 

使ったことがあるけど、本が見つからなかった！という方に、「OPAC」を使う時

のちょっとしたコツをお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

OPACで調べて、本を探してみよう！ 

 

有名なはずなのに、どうして検索で出てこないの？ 

図書館の資料には、「タイトル」「著者名」「出版社」「出版年」

などのほかに、どういう話や曲が入っているかという「内容細目」

や「内容注記」というデータが入っています。 

タイトルで調べて出てこない場合は、一度「フリーワード」で

検索をしてみてください。 

「フリーワード」は、全部の項目を検索するので、該当する資

料がたくさん出てきてしまいます。他の単語や著者名と組み合わ

せて検索をしましょう。 

 

図書館で使われているデータの様式は、資料のデータを目録

カードで管理していた時から変わっていません。「私」は「わ

たくし」、「日本」は「にっぽん」など、一部の漢字は読み方が

統一されています。 

また、読み方がわからない資料を調べるには、インターネッ

ト端末での資料検索やホームページからの検索を使うと、漢字

を含む検索ができます。 

図書館にあるはずなのに検索で出てこない…そういう時は、ど

こかが少しだけ違うという場合があります。 

そういう時は、「スペース」を使って、単語で区切って検索を

しましょう。 

「OPAC」は、一文字違うだけで違うものと認識してしまい

ます。「○○の□□」や「△△は◇◇」といったタイトルのとき

は、「の」や「は」の代わりに「スペース」を入れると検索する

と見つかりやすいです。 

この本、たしかに前にあったはずなのに… 

これ、どこも間違っていないけど…？ 

資料が見つからない、検索の仕方がわからないなど、 

お困りの時は職員までお気軽にお声かけください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

おふとんのくにのこびとたち おち のりこ 偕成社 低学年向け 

ゆきだるまのかぞえうた ひろかわさえこ あかね書房 低学年向け 

リタとナントカのクリスマス 
ジャン＝フィリップ・アルー

＝ヴィニョ 
あかね書房 低学年向け 

大造じいさんとガン 椋 鳩十 小峰書店 中学年向け 

雪わたり 宮沢 賢治 福音館 高学年向け 

まよなかの ゆきだるま               森 洋子 作 

クリスマスイブのひ、あっちゃんはたくさんつもったゆきで、ゆきだるまをつく

りました。そのばん、だれかによばれてあっちゃんがめをさますと、つくったゆき

だるまがたすけをもとめてきて…。なんと、サンタさんのそりがきにひっかかって

しまったみたい！                  （小学校低学年向け） 

クリスマスにおしょうがつ、ふゆはさむいけどたのしいイベントがいっぱいですね。

こたつでごろごろしながらよめる、心があったかくなる「ふゆ」のおはなしです。 

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。 

「「試し書き」から見えた世界」  

寺井 広樹 著 ごま書房新社  302 

 ベルギーの小さな文具店で出会った「試し書き」。いずれは捨てられる運命の

紙に魅せられ、世界 106カ国から 2万枚もの試し書きを収集した著者は、この

お国柄の現れる、落書きでもなくサインや下書きでもない、文字や絵や線の「試

し書き」を系統立てて分析し、特徴を国ごとに紹介している。 

「新しい十五匹のネズミのフライ」 

島田 荘司 著   新潮社   Fシマ 

 赤毛組合事件の犯人一味が脱獄した！驚きの知らせがワトソンのもとに入る

が、ホームズは重度のコカイン中毒で幻覚を見る状態。果たしてワトソンはこ

の危機を乗り越えられるのか…そして赤毛組合の事件の真相とは。ホームズ作

品のエッセンスをふんだんに散りばめた長編冒険譚。 

「もしもせかいがたべものでできていたら」  

カール・ワーナー 写真 フレーベル館 絵本 

  もしこのせかいがたべものでできていたら・・・きいろのせかいにはチー

ズのピラミッド。オレンジのせかいにはかぼちゃのおうち。みどりのせかい

にはブロッコリーのもりがあるかも！いろんなたべものをさがしてみよう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 月 火 水 木 金 土 
       

  1 2 3 4 5 

6 ( 8 9 10 11 12 

13 / 15 16 17 18 19 

20 6 22 8  25 26 

27 = > ?    

日 月 火 水 木 金 土 
       

     ① # 

$ %  ６ 7 8 9 

10 , - 13 14 15 16 

17 3 19 20 21 22 23 

24 : 26 27  29 30 

１２月 １月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「ホームアローン」     103 分 

日時 1２月 1２日（土） 午後 2 時から 

「ドラえもんのび太の魔界大冒険」 

       100 分 

日時  1 月 9 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 

懐かしの映画 午後のキネマ 

           偶数月第３土曜日開催 

「忠臣蔵」          164 分 

  長谷川一夫主演・渡辺邦男監督 1958 年作品 

 

日時 12 月 19 日（土）午後 1 時 30 分から 

 

申込み不要・会場の都合により 80 名まで 

 

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 

１2 月 ２日・１６日 

１月 ６日・２０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 

クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせや、 

エプロンシアターなどを行います。 

日時：12 月 22 日（火）14：00～15：00 

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 

定員：60 名 

申込：申込み不要 参加自由 

おはなし会クリスマススペシャル 

 

いずみさの図書館だより  

2015 年 12 月・2016 年 1 月号 No.88 

2015 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/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 072-465-1101 

○休館日 □図書整理日 

 

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 

※長南公民館図書室は、12/27(日)～1/4(月)まで 

返却ポストはご利用いただけません。 

泉佐野市立図書館は全館、 

12/28(月)～1/5(火)まで年末年始のお休みです。 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 人工知能は人間を超えるか 松尾 豊 KADOKAWA 007.1

パソコン ひと目でわかるWindows10 ジャムハウス・井上 健語 日経BP社 007.6

プログラミング 子どもにプログラミングを学ばせるべき6つの理由 神谷 加代 インプレス 007.6

読書術 百歳までの読書術 津野 海太郎 本の雑誌社 019.0

マスコミ 池上彰・森達也のこれだは知っておきたいマスコミの大問題 池上 彰・森 達也 現代書館 070

思想 君の志は何か 前田 信弘/編 日本能率協会マネジメントセンター 121.5

心理学 10代からの心理学図鑑 マーカス・ウィークス 三省堂 140.3

宗教 コーランには本当は何が書かれていたか? カーラ・パワー 文藝春秋 167.3

宗教 大阪のおばちゃん超訳ブッダの言葉 大阪のおばちゃん井戸端愛好会/編 PHP研究所 183

歴史 第二次世界大戦1939-45　上・中・下 アントニー・ビーヴァー 白水社 209.7

歴史 恋する武士闘う貴族 関 幸彦 山川出版社 210.3

歴史 日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた 嶌 信彦 KADOKAWA 210.7

歴史 ピラミッド・タウンを発掘する 河江 肖剰 新潮社 242.0

政治 ネオ・チャイナ エヴァン・オズノス 白水社 302.2

評論 「昔はよかった」病 パオロ・マッツァリーノ 新潮社 304

行政 マイナンバーで損する人、得する人 大村 大次郎 ビジネス社 317.6

税制 日本の納税者 三木 義一 岩波書店 345.1

交渉術 16歳からの交渉力 田村 次朗 実務教育出版 361.3

家庭問題 だれも継がない困った実家のたたみ方家・土地・お墓 長谷川 裕雅・佐々木 悦子 家の光協会 367.7

教育 無理して学校へ行かなくていい、は本当か 水野 達朗 PHP研究所 371.4

選挙 18歳選挙権の手引き 国政情報センター 375.3

飲食史 卑弥呼のサラダ水戸黄門のラーメン 加来 耕三 ポプラ社 383.8

生物化学 生命はいつ、どこで、どのように生まれたのか 山岸 明彦 集英社インターナショナル 460

脳 脳を惑わす薬物とくすり 齋藤 勝裕 C&R研究所 491.5

はちみつ ひとさじのはちみつ 前田 京子 マガジンハウス 492.7

染色体 フィラデルフィア染色体 ジェシカ・ワプナー 柏書房 493.1

医療 血液のがん 講談社 493.2

医療 耳は1分でよくなる! 今野 清志 自由国民社 496.6

健康 1日3分!指体操で元気な脳になる! 白澤 卓二 学研パブリッシング 498.3

健康 小食・不食・快食の時代へ はせくら みゆき ワニ・プラス 498.5

建築 日本の最も美しい名建築 田中 禎彦 エクスナレッジ 523.1

ガレージ ガレージ&工房ファイル 学研パブリッシング 526.6

リフォーム 50代からの成功リフォーム 主婦の友社 527

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2015年12月・2016年1月号



航空 ホンダジェット 前間 孝則 新潮社 538.6

LED 天野先生の「青色LEDの世界」 天野 浩・福田 大展 講談社 549.8

日本酒 酔い子の旅のしおり 江沢 香織 マイナビ 588.5

手芸 作務衣、甚平、はんてん、日常着 ブティック社 593.1

刺しゅう 樋口愉美子のステッチ12か月 樋口 愉美子 文化出版局 594.2

編み物 かぎ針でハンドメイドのアクセサリー 新星出版社編集部/編 新星出版社 594.3

編み物 北欧テイストの編み込みこもの 木下 あゆみ 誠文堂新光社 594.3

髪型 TPO別きものの髪型 世界文化社 595.4

料理 考えない台所 高木 ゑみ サンクチュアリ・パブリッシング 596

料理 覚悟のすき焼き 宇田川 悟 晶文社 596.0

料理 凍り野菜レシピ 是友 麻希 池田書店 596.3

菓子 かくれんぼケーキ 下迫 綾美 日東書院 596.6

インテリア 心地いい暮らしを作るインテリア リンネル編集部/編著 宝島社 597

育児 つよい体をつくる離乳食と子どもごはん 山田 奈美 主婦と生活社 599.3

果物 パイナップルの歴史 カオリ・オコナー 原書房 625.8

農業 有機・無農薬ぐうたら農法病虫害がなくなる土の育て方 学研パブリッシング 626.1

外国語 大人のためのビジネス英文法 畠山 雄二 くろしお出版 670.9

起業 ブックカフェを始めよう! 日本ブックカフェ協会/編 青弓社 673.9

流通 仁義なき宅配 横田 増生 小学館 685.9

鉄道 ホリプロ南田の鉄道たずねて三千里 南田 裕介 主婦と生活社 686.2

美術 ロマネスク美術革命 金沢 百枝 新潮社 702.0

美術 春画入門 車 浮代 文藝春秋 721.8

芸術 戦争と読書 水木 しげる・荒俣 宏 KADOKAWA 726.1

日本刀 日本刀図鑑 宝島社 756.6

芸能 だから、生きる。 つんく♂ 新潮社 764.7

特撮 大人のウルトラマンシリーズ大図鑑 マガジンハウス 778.8

紙芝居 おすすめ紙芝居400冊 子どもの文化研究所/編 一声社 779.8

芸能 タモリと戦後ニッポン 近藤 正高 講談社 779.9

スポーツ バスケットボール14秒ルール攻略法 倉石 平 ベースボール・マガジン社 783.1

スポーツ 上達泳本 ベースボール・マガジン社 785.2

日本語 滅びゆく日本の方言 佐藤 亮一 新日本出版社 818

作家論 堂場瞬一 河出書房新社 910.2

作家論 1冊でわかる村上春樹 村上春樹を読み解く会 KADOKAWA 910.2

川柳 ジジィ川柳 毒蝮 三太夫/(他) 河出書房新社 911.4

詩 第二楽章福島への思い 吉永 小百合/編 スタジオジブリ 911.5

ノンフィクション ヒマラヤにホテルを三つ 宮原 巍 中央公論新社 916

ノンフィクション 親を送る 井上 理津子 集英社インターナショナル 916

ノンフィクション いちまき 中野 翠 新潮社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 自分という奇蹟 五木 寛之 PHP研究所 B Eイツ

文庫 下鴨アンティーク 白川 紺子 集英社 B Fシラ

文庫 風のかたみ 福永 武彦 河出書房新社 B Fフク

文庫 石榴は見た古書肆京極堂内聞 三津留 ゆう 講談社 B Fミツ

文庫 悲しみのイレーヌ ピエール・ルメートル 文藝春秋 B 953

エッセイ 新しい道徳 北野 武 幻冬舎 Eキタ

エッセイ にょにょにょっ記 穂村 弘 文藝春秋 Eホム

エッセイ 今日をいっしょうけんめいで生きる 吉沢 久子 海竜社 Eヨシ

小説 空棺の烏 阿部 智里 文藝春秋 Fアベ

小説 エピローグ 円城 塔 早川書房 Fエン

小説 老後の資金がありません 垣谷 美雨 中央公論新社 Fカキ

小説 丘の上の綺羅星 嘉門 達夫 幻冬舎 Fカモ

小説 潮の音、空の青、海の詩 熊谷 達也 NHK出版 Fクマ

小説 テルアビブの犬 小手鞠 るい 文藝春秋 Fコデ

小説 霧 桜木 紫乃 小学館 Fサク

小説 シンデレラの告白 櫻部 由美子 角川春樹事務所 Fサク

小説 影の中の影 月村 了衛 新潮社 Fツキ

小説 掲載禁止 長江 俊和 新潮社 Fナガ

小説 内房線の猫たち 西村 京太郎 講談社 Fニシ

小説 和僑 楡 周平 祥伝社 Fニレ

小説 うずら大名 畠中 恵 集英社 Fハタ

小説 マイストーリー 林 真理子 朝日新聞出版 Fハヤ

小説 番神の梅 藤原 緋沙子 徳間書店 Fフジ

小説 呪文 星野 智幸 河出書房新社 Fホシ

小説 そして、何も残らない 森 晶麿 幻冬舎 Fモリ

小説 Aではない君と 薬丸 岳 講談社 Fヤク

小説 出張料理・おりおり堂-卯月～長月 安田 依央 中央公論新社 Fヤス

小説 我が名は秀秋 矢野 隆 講談社 Fヤノ

小説 陰陽師鼻の上人 夢枕 獏 文藝春秋 Fユメ

小説 虚ろまんてぃっく 吉村 萬壱 文藝春秋 Fヨシ

外国文学 失われたものたちの本 ジョン・コナリー 東京創元社 933

外国文学 スキン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933

外国文学 服従 ミシェル・ウエルベック 河出書房新社 953

外国文学 ブロの道 ウラジーミル・ソローキン 河出書房新社 983

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

れきし ドラえもんの社会科おもしろ攻略歴史人物伝戦国 小学館 281

でんき 真田幸村 山田 圭子/画 学研プラス 289

しゅわ しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ さなえ 偕成社 378

かず 世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール ポプラ社 410

かざん 火山噴火 高田 亮 PHP研究所 453

いきもの オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんと 福音館書店 487

たべもの 食品添加物キャラクター図鑑 いとう みつる/画 日本図書センター 498

じどうしゃ 電気で走るクルマのひみつ もちつき かつみ/漫画 学研パブリッシング 537

しゅげい はじめての手づくりかんたんかわいいソーイング 春日 一枝 小学館 594

いぬ 子犬のきららと捨て犬・未来 今西 乃子 岩崎書店 645

てつどう 鉄道いっぱい!日本地図の本 交通新聞社 686

サッカー 遠藤保仁 本郷 陽二/編 汐文社 783

おはなし イスタンブルで猫さがし 新藤 悦子 ポプラ社 913

おはなし オニのすみかでおおあばれ! 藤 真知子 岩崎書店 913

おはなし お昼の放送の時間です 乗松 葉子 ポプラ社 913

おはなし かゆいのかゆいのとんでいけ! 川北 亮司 新日本出版社 913

おはなし 白をつなぐ まはら 三桃 小学館 913

おはなし なかよくなれたね 森山 京 文渓堂 913

おはなし にゃんともクラブ 竹下 文子 小峰書店 913

おはなし にんじゃざむらいガムチョコバナナ スカイとりいのまき 原 ゆたか KADOKAWA 913

おはなし ルイージといじわるなへいたいさん ルイス・スロボドキン 徳間書店 933

おはなし レッド・フォックス チャールズ G.D.ロバーツ 福音館書店 933

おはなし ロックウッド除霊探偵局人骨鏡の謎　上・下 ジョナサン・ストラウド 小学館 933

えほん あとでって、いつ? 宮野 聡子 PHP研究所

えほん 祈りのとき いもと ようこ 女子パウロ会

えほん クッツケロ 加藤 志異 学研教育出版

えほん くんくんくんこれはどなたのわすれもの? はやし ますみ 岩崎書店

えほん じどうしゃトロット ユリ・シュルヴィッツ そうえん社

えほん チャーちゃん 保坂 和志 福音館書店

えほん てっぺんねこ C.ロジャー・メイダー ほるぷ出版

えほん はっきょいどーん やまもと ななこ 講談社

えほん ぱぴぷぺぽーず 新井 洋行 文渓堂

えほん 風来坊の子守歌 川端 誠 ビーエル出版

えほん “弁当の日”がやってきた!! 竹下 和男/原著 河出書房新社

えほん マンモスとくらすには カンタン・グレバン クレヨンハウス

児童書


