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開館日 

貸出冊数 

※ビデオ・DVD・CD・カセットテープは合わせて３点まで（うち DVDは１点まで） 

 紙芝居は３点まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより いずみさの 

 新しい季節の始まりです。新入生や新社会人として、今までと違う生活を始める

方を応援する本や、新しい生活を始めるアイディアになる本を取り揃えています。 

 図書館はこの春より、大きく変わります。使いやすい図書館を目指して、様々な

取り組みを企画しております。みなさまのご来館をお待ちしております。 

図書館からのお知らせ

開館日・貸出冊数が増えます!! 

 
2016年４月から、開館日と貸出冊数が増えます。 

この度、泉佐野市立図書館へ館長としてまいりました、東佐智子と申します。 

海あり、山あり、歴史、文化のすばらしい泉佐野市で図書館業務ができること、誠に嬉しく 

思います。 

人生における生涯学習の発信元として、前館長様方の方針を引き継がせていただき、皆様方の

ご協力をいただきながら、市民の皆様に愛され、親しまれる図書館作りを目指してまいります。 

これから、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

泉佐野市立図書館が指定管理館になります!! 

 

１人 ８点      １人 １０点 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館のみ、祝日開館いたします。 

開館時間：９：30 ～ 17：00 

（月曜日が祝日の場合は、火曜日が振替で休館です） 

佐野公民館図書室・長南公民館図書室は変わらず祝日は休館いたします。 

（月曜日が祝日の場合は、月曜日・火曜日ともに休館です） 

 

2016年４月から、泉佐野市立図書館は、(株)図書館流通センターの指定管理館となります。 

ごあいさつ   

 新館長 東
ひがし

 佐智子
さ ち こ

 



レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館の１階エ

ントランスに、カフェコーナーができました。 

コーヒーなどの自動販売機のほかに、休憩のできるテー

ブルといすがあります。カフェコーナーの中でなら飲食が

できますので、ぜひご利用ください。 

 

書籍消毒機「ハッピークリーン」をレイクアルスタープラザ・

カワサキ中央図書館のカウンター付近に設置します。 

強い紫外線と送風で、本や絵本に付いた埃やウイルスなど、

目に見えない気になるものを落とします。本をセットして 

ボタンを押すと、約 30秒程度で殺菌・消毒ができます。 

誰でも無料でお使いいただけますので、貸出をした本やこれ

から読まれる本、お子さんが手にふれる絵本などにお気軽に 

お使いください！ 

操作方法などは、お気軽に図書館員にお尋ねください。 

2015 年 7 月に行いました期間限定のアンケート

の結果により、試験的に BGMを流します。 

 レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館に 

おいて、日曜日・祝日に児童コーナーを中心に BGM

を流します。 

 いつもとは違った時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ

「カフェコーナー」ができました！ 

 

※図書館閲覧室、２階フリールーム、２階視聴覚室、２階エントランス

と階段部分は変わらず飲食禁止ですので、購入された飲料・食べ物な

どの持ち込みはご遠慮ください。 

※カフェコーナーには自動販売機のカップと空き缶・ペットボトル用の

ゴミ箱を設置しています。その他のゴミはお持ち帰りくださいますよ

う、お願いいたします。 

書籍消毒機「ハッピークリーン」 

 

BGM が流れます！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとよみたい？ 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

どうぶつびょういん トビイ・ルツ PHP研究所 低学年向け 

ねこの手かします かいとうゼロのまき 内田 麟太郎 文研出版 低学年向け 

はりねずみイガー・カ・イジー おの りえん 理論社 中学年向け 

ブンダバーとわんわんわん くぼしま りお ポプラ社 中学年向け 

江戸の象吉 太田 大輔 講談社 高学年向け 

つるばら村の魔法のパン              茂市 久美子 著 

つるばら村には、パン職人のくるみさんのお店「三日月屋」があります。となりの村

へパンを売りに出かけた帰り、茶色のうさぎに「あなたもありすさんのお茶会へ？」と

声をかけられます。うさぎが走りさった草むらの先からは、こおばしいパンの焼けるに

おいがただよってきて…さていったいどんなお茶会がひらかれているのでしょうか？ 

                           （小学校中学年向け） 

みんなは「どうぶつ」はすきですか？お気に入りの「どうぶつ」はいますか？今回

は図書館にたくさんある「どうぶつ」が出てくる本をしょうかいします。 

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。 

「樹木葬という選択」  

田中 淳夫 著 築地書館 385.6 

大規模霊園の延々と続く四角柱の墓石を人工的で殺風景だと感じない

だろうか？そう感じた著者は、「そもそもお墓とは何なのか」「お墓は必要

なのか」を歴史的な経緯や習俗、現代の法制度の面から考え、そして樹木

を墓標とし緑と一体となる新しいお墓の形「樹木葬」を提案する。 

「きみと暮らせば」 

八木沢 里志 著 徳間書店 ＢＦヤギ  

 相田家ののんびり屋の兄「陽一」と、しっかり者の中学三年生の妹「ユ

カリ」は、歳の差十一歳の血のつながらない兄妹。五年前に両親が他界し、

支えあって二人暮らしをしている。ある日庭先に猫が現れ二人は飼い主ら

しき人へ猫を届けに行くのだが…ほのぼのとした日常を描くストーリー。 

 「きをつけておおかみだ!」  

セドリック・ラマディエ 著  ポプラ社 絵本 

  おおかみさんが「ふぅーっ」といきをふきかけると、森の木のはっぱがみ

んなふっとんで、やねも、とびらも、まどもふっとんで、おうちがぜんぶふ

っとんだ！そしたらいったいどうなった？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月 ５月 

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「バンビ」         70 分 

日時  ４月 ９日（土）  午後 2 時から 

「あらいぐまラスカル」    90 分 

日時  ５月 14 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 

「紅いコーリャン」  92 分 

コン・リー主演・チャン・イーモウ監督  

モー・イェン原作       1987 年作品 

 

日時 ４月 16 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 

４月 ６日・２０日 

5 月 4 日・１８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 

いずみさの図書館だより  

201６年４月・５月号 No.90 

201６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/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 

は休館日 ＊の日は中央図書館のみ開館 

 
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 

５月特別おはなし会 

日時：５月８日（日）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 

出演：紙ひこうき 

定員：5０名 

申込：申込み不要 参加自由 

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 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

※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。 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

読書案内 こわい絵本 平凡社 019.5

本屋 まちの本屋 田口 幹人 ポプラ社 024.0

人生訓 松平家のおかたづけ 松平 洋史子 講談社 159

人生訓 やっぱり「誠実な人」がうまくいく 植西 聰 毎日新聞出版 159.4

宗教 猿之助、比叡山に千日回峰行者を訪ねる 四代目市川猿之助(他) 春秋社 188.4

世界史 大世界史 池上 彰・佐藤 優 文藝春秋 209.0

歴史 官賊と幕臣たち 原田 伊織 毎日ワンズ 210.5

中国史 概説中国史 上・下 冨谷 至・森田 憲司/編 昭和堂 222.0

伝記 独裁者の子どもたち ジャン・クリストフ・ブリザール 原書房 280.4

伝記 聞き書緒方貞子回顧録 野林 健・納家 政嗣/編 岩波書店 289

地理 誰もがその先を聞きたくなる地理の話大全 おもしろ地理学会/編 青春出版社 290.4

地名 戦国武将はなぜその「地名」をつけたのか? 谷川 彰英 朝日新聞出版 291.0

政治 2020年世界はこうなる 長谷川 慶太郎・田原 総一朗 SBクリエイティブ 304

政治家 プーチンの実像 朝日新聞国際報道部(他) 朝日新聞出版 312.3

戸籍 無戸籍の日本人 井戸 まさえ 集英社 324.6

仕事術 もう必要以上に仕事しない!時短シンプル仕事術 鈴木 真理子 明日香出版社 336.2

会計学 会計士は見た! 前川 修満 文藝春秋 336.9

社会心理学 許せないという病 片田 珠美 扶桑社 361.4

夫婦問題 夫婦という病 岡田 尊司 河出書房新社 367.3

介護問題 老いた親を愛せますか? 岸見 一郎 幻冬舎 367.3

老人問題 老人たちの裏社会 新郷 由起 宝島社 367.7

保育 ルポ保育崩壊 小林 美希 岩波書店 369.4

子育て 母も娘も幸せになる女の子の育て方 洋泉社 379.9

数学 ひとけたの数に魅せられて マーク・チャンバーランド 岩波書店 412

物理 ニュートリノって何? 青野 由利 筑摩書房 429.6

遺伝学 マンモスのつくりかた ベス・シャピロ 筑摩書房 467.2

植物学 薬草・毒草を見分ける図鑑 誠文堂新光社 471.9

海洋生物 海の生き物はなぜ多様な性を示すのか 山口 幸 共立出版 481.7

野生動物 野生動物カメラマン 岩合 光昭 集英社 482

貝 不思議で美しい貝の図鑑 ポール・スタロスタ 創元社 484.0

昆虫 虫のしわざ観察ガイド 新開 孝 文一総合出版 486.1

医学哲学 死はこわくない 立花 隆 文藝春秋 490.1

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年４・５月号



医療 長引くセキはカゼではない 大谷 義夫 KADOKAWA 493.3

医療 睡眠障害のなぞを解く 櫻井 武 講談社 493.7

医療 がんのPET検査がわかる本 安田 聖栄 法研 494.5

医療 スマホ老眼は治る! 荒井 宏幸 扶桑社 496.4

栄養 毎日からだを調える中華スープ パン ウェイ 誠文堂新光社 498.5

医薬品 市販薬は成分表示だけ見ればいい 岩井 浩 誠文堂新光社 499.1

建築 日本のアール・デコの建築家 吉田 鋼市 王国社 523.1

自動車 オサムイズム 中西 孝樹 日本経済新聞出版社 537.0

宇宙食 宇宙食 田島 眞 共立出版 538.9

家事 みんなの家しごと日記 SE編集部/編 翔泳社 590

家事 すごい家事 松橋 周太呂 ワニブックス 590

生活 ミニマリストという生き方 辰巳 渚 宝島社 590.4

手芸 かんたん手作り赤ちゃんスタイ 増山 優子 日東書院 593.3

手芸 こうの早苗の布と楽しむ私のまいにち こうの 早苗 主婦と生活社 594

料理 漬けたら、すぐおいしい! 堤 人美 講談社 596

料理 重ねて火にかけるだけで絶品おかず ワタナベ マキ 家の光協会 596

料理 だしマリネでかんたん常備菜 八代 恵美子 世界文化社 596

料理 平野レミのしあわせレシピ 平野 レミ 自由国民社 596.0

料理 良(い)いかげんごはん たかぎ　なおこ オレンジページ 596.0

料理 ちょっと昭和な関西の味 さいとう しのぶ リーブル 596.0

お弁当 10・15・20分でできる毎日かわいい園児べんとう 関岡 弘美 成美堂出版 596.4

パン 1/2イーストで簡単!私がつくる惣菜パン 高橋 雅子 パルコ 596.6

園芸 家庭でできるおいしい柑橘づくり12か月 三輪 正幸 家の光協会 625.3

フラワーアレンジメント 小さなリーフアレンジの本 フローリスト編集部/編 誠文堂新光社 627.9

猫 ネコになる本 大石 孝雄 双葉社 645.7

ミツバチ みつばち高校生 森山 あみ リンデン舎 646.9

狩猟 けもの道の歩き方 千松 信也 リトル・モア 659

小売業 安売り王一代 安田 隆夫 文藝春秋 673.8

鉄道 南海電鉄・泉北高速鉄道 藤原 浩 アルファベータブックス 686.2

鉄道 ニッポンの絶景鉄道 山梨 将典/(他)写真 パイ・インターナショナル 686.2

折り紙 カワイイヲリガミ細工 COCHAE 誠文堂新光社 754.9

演劇 こんな舞台を観てきた 扇田 昭彦 河出書房新社 775.1

トレーニング 関節が柔らかくなるストレッチ&筋トレ 荒川 裕志 PHP研究所 780.7

言葉 大和言葉つかいかた図鑑 海野 凪子 誠文堂新光社 814

言語 仏像バイリンガルガイド 石井 亜矢子 小学館 837.7

文学評論 きっとあなたは、あの本が好き。 都甲 幸治(他) リットーミュージック 902

作家論 文豪の素顔 エクスナレッジ 910.2

ノンフィクション あの日 小保方 晴子 講談社 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 玩具都市弁護士 青柳 碧人 講談社 B Fアオ

文庫 エチュード春一番 荻原 規子 講談社 B Fオギ

文庫 迫りくる自分 似鳥 鶏 光文社 B Fニタ

文庫 恋文の樹 和田 はつ子 小学館 B Fワダ

文庫 地底世界 上・下 ジェームズ・ロリンズ 扶桑社 B 933

エッセイ おとなの始末 落合 恵子 集英社 Eオチ

エッセイ 孫と私の小さな歴史 佐藤 愛子 文藝春秋 Eサト

エッセイ できすぎた話 藤原 正彦 新潮社 Eフジ

エッセイ かわいい夫 山崎 ナオコーラ 夏葉社 Eヤマ

エッセイ 自分のままで暮らす 吉沢 久子 あさ出版 Eヨシ

小説 ガラパゴス 上・下 相場 英雄 小学館 Fアイ

小説 図書館の殺人 青崎 有吾 東京創元社 Fアオ

小説 レッドスワンの奏鳴 綾崎 隼 KADOKAWA Fアヤ

小説 天才 石原 慎太郎 幻冬舎 Fイシ

小説 小松とうさちゃん 絲山 秋子 河出書房新社 Fイト

小説 バラカ 桐野 夏生 集英社 Fキリ

小説 樹液少女 彩藤 アザミ 新潮社 Fサイ

小説 ハンニバル戦争 佐藤 賢一 中央公論新社 Fサト

小説 わたしの宝石 朱川 湊人 文藝春秋 Fシユ

小説 ロング・ロング・ホリディ 小路 幸也 PHP研究所 Fシヨ

小説 一瞬の雲の切れ間に 砂田 麻美 ポプラ社 Fスナ

小説 ムーンナイト・ダイバー 天童 荒太 文藝春秋 Fテン

小説 蓮の数式 遠田 潤子 中央公論新社 Fトオ

小説 レジまでの推理 似鳥 鶏 光文社 Fニタ

小説 ロマンシエ 原田 マハ 小学館 Fハラ

小説 死龍 藤岡 真 原書房 Fフジ

小説 二人ノ世界 松下 隆一 河出書房新社 Fマツ

小説 羊と鋼の森 宮下 奈都 文藝春秋 Fミヤ

小説 異類婚姻譚 本谷 有希子 講談社 Fモト

小説 幹事のアッコちゃん 柚木 麻子 双葉社 Fユズ

小説 海を撃つ 吉村 龍一 ポプラ社 Fヨシ

外国文学 優しい鬼 レアード・ハント 朝日新聞出版 933

外国文学 ロックイン ジョン・スコルジー 早川書房 933

外国文学 ドローンランド トム・ヒレンブラント 河出書房新社 943

小説・エッセイ

新着図書案内　2016年2・3月号



ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

でんき 大村智ものがたり 馬場 錬成 毎日新聞出版 289

せんそう ガザ戦争しか知らないこどもたち 清田 明宏 ポプラ社 319

ほし 星と星座のふしぎ 荒舩 良孝 すばる舎 443

うみ 海まるごと大研究 1～3 保坂 直紀 講談社 452

かざん よくわかる火山のしくみ 高橋 正樹 誠文堂新光社 453

どうぶつ ライオン1頭 ケイティ・コットン ビーエル出版 480

どうぶつ イヌとネコのふしぎ101 武内 ゆかり 偕成社 489

けんちく いえができるまで ひさかたチャイルド 527

たんい 目で見てわかる身近な単位 子供の科学編集部/編 誠文堂新光社 609

スポーツ なでしこジャパン 本郷 陽二 汐文社 783

おはなし アカンやん、ヤカンまん 村上 しいこ ビーエル出版 913

おはなし 1週間後にオレをふってください 日本児童文学者協会/編 偕成社 913

おはなし おとのさま、ゆうえんちにいく 中川 ひろたか 佼成出版社 913

おはなし キキに出会った人びと 角野 栄子 福音館書店 913

おはなし しゅくだい大なわとび 福田 岩緒 PHP研究所 913

おはなし ショクパンのワルツ ながす みつき フレーベル館 913

おはなし 墓守りのレオ 石川 宏千花 小学館 913

おはなし ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠 るい 岩崎書店 913

おはなし めいちゃんの500円玉 なかがわ ちひろ アリス館 913

おはなし ラミッツの旅 グニッラ・ルンドグレーン さえら書房 993

えほん いろなしくん こもり まこと PHP研究所

えほん えんぎがいい 雨宮 尚子 白泉社

えほん おばけのスパルタカス ヒド・ファン・ヘネヒテン 世界文化社

えほん かあちゃんえほんよんで かさい まり 絵本塾出版

えほん かいけつ!トイレざむらい 片平 直樹 フレーベル館

えほん きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也 すずき出版

えほん げんこつげんたろう くすのき しげのり 廣済堂あかつき

えほん これなあに 星燈社 学研プラス

えほん しおちゃんとこしょうちゃん ルース・エインズワース 福音館書店

えほん だっこだっこ マリカ・ドレ クレヨンハウス

えほん ドンのくち こしだ ミカ 佼成出版社

えほん なきむしおばけ なかの ひろたか 福音館書店

えほん ぼくのわんこ ローリー・アン・トンプソン 岩崎書店

えほん ポテトむらのコロッケまつり 竹下 文子 教育画劇

えほん ゆめみるひつじのおくりもの 刀根 里衣 小学館

児童書


