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図書館だより いずみさの 

 過ごしやすい季節になりました。皆さんはどんな秋を過ごしますか？ 

食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋。新しいことにチャレンジする前に、図書館

で下調べはいかがでしょうか。もちろん、読書の秋も大歓迎！新しい本も毎週入っ

てきています。ぜひ、図書館にお立ち寄りください。 

図書館からのお知らせ

2016年 秋の読書週間！ 

 10月 27日から 11月 9日は、読書週間です！ 

今年の標題は、「いざ、読書。」 

図書館では、「子どもと本と楽しむ」講演会や子どもが選ぶおす

すめの本の展示などを企画しています。ぜひ、この機会に図書館に

足をお運びいただき、本を手に取っていただきたいと思います。 

 10 月に入り、随分過ごしやすくなってまいりました。海の青、田畑の緑、山の紅葉と目

にも鮮やかな季節です。犬鳴山七宝瀧寺付近は紅葉の名所で、ハイキングコースもあります。 

 また、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」もいよいよ最終に近づいてきました。泉佐野市も“大

坂夏の陣”、“樫井合戦”とドラマにかかわる地であることはご存知と思いますが、このよう

な歴史ある市をこの機会に是非散策されることも良いのではと思います。 

 郷土の歴史に関する資料も図書館では所蔵しています。是非ご利用ください。 

泉佐野市立図書館館長 東 

館長だより 

読書週間とは… 

1947（昭和 22）年に、「読書の力によって、平和な文化

国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力を

あわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になって始まり

ました。毎年、文化の日を挟んで２週間開催され、今年で第

70回を迎えます。 

読書週間には、全国で本や読書に関するイベントなどが実

施されています。 読書週間マーク 



 何気なく手に取っている本について、どこまで知っていますか？ 

 図書館司書がよく使う言葉を交えてご紹介！知っていればかなりの『本通』です。 

【天（てん）】＝上 

【地（ち）】＝下 

【小口（こぐち）】 

 読むために開く側。 

【表紙（ひょうし）】 

 タイトルのある面が『表表紙』にな

ります。 

 本を作ってみたい！という方に、製本教室を開催します。 

 本がどういう風になっているかがわかります！ぜひ、この機会にご参加ください。 

【のど】 

 背のきわ部分。 

のど元に見える色布は、『花ぎれ』 

といって、補強のためのもの。 

【背（せ）】 

 背表紙とも。丸くなっているものが

多いのは、本の形をきれいに保つため。 

【角（かど）】 

 上角・下角と分けていう

場合もあります。 

日時：10月 22日（土） 午後１時から４時まで 

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：１２名（定員になり次第受付終了） 

参加費：５００円 

受付：１０月４日（火）午前９時３０分から電話のみで受付 

申込：レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 ℡072-469-7130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用術 

本って、実はこうなってる！ 
 

本のしくみ 

【見返し（みかえし）】 

 表紙を開いてすぐの紙。表紙と中身

のつながりを強くするためにつけられ

ます。表紙についている方が『効き紙』、

もう一方を『遊び紙』といいます。 

【標題紙（ひょうだいし）】 

 タイトルの書いているペー

ジ。 

【奥付（おくづけ）】 

 本の情報が載っているペ

ージ。基本的に最後のページ

にあります。 

糸で綴じる『和装本』でも、同じ名称

をつかいます。 

【参考資料】 

「手づくりの本 雑誌の合本から趣味の本作りまで」 

天木 佐代子/著 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

おしりたんてい トロル ポプラ社 低学年向け 

ＩＱ探偵ムー 深沢 美潮 ポプラ社 中学年向け 

少年シャーロック・ホームズ コナン・ドイル/原作 集英社 中学年向け 

もしかしたら名探偵 杉山 亮 偕成社 高学年向け 

都市のトム＆ソーヤ はやみね かおる 講談社 高学年向け 
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みんな、謎解きは好きかな？犯人を見つけたり、失くし物を探したり、そんな探偵

のおはなしを集めてみました！みんなもいっしょに考えてみよう！ 

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。 

「魚はエロい」  

瓜生 知史 著  光文社  487.5 

映画「ファインディング・ニモ」でおなじみクマノミは、生まれたときはオス・

メス両性を持っていて基本的にはオスになるが、途中でメスに性転換することも

ある。ゴンズイは激しくくねくねしながら全身にキスをして求愛をする。 

 あまりのエロさにテレビでは放送されなかった魚の生態が明らかにされる。 

「ジョイランド」 

スティーヴン・キング著   文春文庫   933 

彼女に振られた大学生のデヴィンは、夏休みに海辺の遊園地ジョイランドで

アルバイトをしていた。そこで彼は車椅子の少年マイクとその母親に出会うが、

ジョイランドには殺人を繰り返す殺人鬼が存在していた。若者の切ない思い出

を描く青春ミステリー。名作「スタンド・バイ・ミー」を髣髴させる一冊。 

「船を見にいく」       

アントニオ・コックさく きじとら出版 絵本 

  港のある町に住んでいるぼくは、よく船を見にいく。船はたくさんの人の手

によって組み立てられて遠くに旅立っていくんだよ。でも夜の船にはとうめい

な旅人がたくさんいて、長い長い旅を続けているみたい。 

 港町に育った少年の船に対する思いと、遠い世界へのあこがれを描いた作品。 

もっとよみたい？ 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜こどもシアター 毎月第２土曜日開催 

「日本の昔ばなし かぐや姫他」 69 分 

日時 10 月 8 日（土）  午後 2 時から 

「動物の赤ちゃん ワクワク編」  59 分 

日時 11 月 12 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 

「刑事コロンボ 別れのワイン」 

108 分 

ピーター・フォーク 主演 

ラリー・コーヘン 脚本      1973 年作品 

日時 10 月 15 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 

10 月 5 日・19 日 

11 月 2 日・16 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 10 月・11 月号 No.93 

201６年 10 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 

11 月特別おはなし会 

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 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

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。 

１０月 １１月 

日時：11 月 13 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 

 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

パソコン さよならインターネット 家入 一真 中央公論新社 007.3

パソコン 親子で始めるプログラミング 日経BP社 007.6

読書 私が選ぶ絵本100 マイルスタッフ マイルスタッフ 019.5

博物館 ひとが優しい博物館 広瀬 浩二郎 青弓社 069.0

哲学 使う哲学 齋藤 孝 ベストセラーズ 130.2

科学 悪癖の科学 リチャード・スティーヴンズ 紀伊國屋書店 141.7

心理学 聞いてビックリ「あの世」の仕組み 松原 照子 東邦出版 147

教育 ミライの授業 滝本 哲史 講談社 159.2

宗教 となりのイスラム 内藤 正典 ミシマ社 167

歴史 下級武士の日記でみる江戸の「性」と「食」 永井 義男 河出書房新社 210.5

歴史 クレムリン　上下 キャサリン・メリデール 白水社 238

伝記 堤清二 罪と業 児玉 博 文藝春秋 289

伝記 絶滅鳥ドードーを追い求めた男 村上 紀史郎 藤原書店 289

紀行 六角精児「呑み鉄」の旅 六角 精児 世界文化社 291.0

紀行 ロベルトからの手紙 内田 洋子 文藝春秋 293.7

紀行 南極大陸完全旅行ガイド ダイヤモンド・ビッグ社 297.9

国際問題 中東から世界が崩れる 高橋 和夫 NHK出版 319.2

国際問題 死神の報復　上下 デイヴィッド・E.ホフマン 白水社 319.5

法律 長崎奉行の歴史 木村 直樹 KADOKAWA 322.1

資源 喰い尽くされるアフリカ トム・バージェス 集英社 334.7

経営 ケーススタディ101で読む職場のトラブル解決読本 飯野 たから 自由国民社 336.4

保険 絶対に知っておきたい!地震・火災保険と災害時のお金 さくら事務所(他) 自由国民社 339.5

金融 バフェットからの手紙 バフェット パンローリング 338.1

金融 捨てられる銀行 橋本 卓典 講談社 338.2

租税 パナマ文書 バスティアン・オーバーマイヤー KADOKAWA 345.1

社会 結婚クライシス 山田 昌弘 東京書籍 360.4

社会 「鬼畜」の家 石井 光太 新潮社 368.6

福祉 ボランティアという病 丸山 千夏 宝島社 369.3

生活 子どもを守る防災手帖 MAMA-PLUG KADOKAWA 369.3

学校 ルポ保健室 秋山 千佳 朝日新聞出版 374.9

習俗 江戸のパスポート 柴田 純 吉川弘文館 384.3

動物 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋 利光 大和書房 480.7

医学 あなたの体は9割が細菌 アランナ・コリン 河出書房新社 491.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年10・11月号



健康 こうや豆腐&粉豆腐で健康・長生きレシピ 小山 有希 日東書院本社 498.5

建築設備 何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット 河出書房新社 528.1

発電 水力発電が日本を救う 竹村 公太郎 東洋経済新報社 543.3

航海 漂流 角幡 唯介 新潮社 557.8

ファッション 毎朝、服に迷わない 山本 あきこ ダイヤモンド社 589.2

家計 シニアのなっとく家計学 梅本 正樹 水曜社 591.8

手芸 週末で完成!刺しゅうのアクセサリーベストセレクション アップルミンツ 594.2

手芸 天使の赤ちゃんニット アップルミンツ 594.3

料理 浜内千波の炊飯ジャーでおかず革命 浜内 千波 双葉社 596

料理 いつもの材料でおいしい和えもの 大原 千鶴 家の光協会 596

料理 予約のとれない料理教室レシピ 水島 弘史 講談社 596

料理 ありがとう!料理上手のともだちレシピ 高橋 みどり マガジンハウス 596

料理 海上保安庁のおいしい船飯 海上保安協会 扶桑社 596

嗜好 銀座スタア・バー岸久のモヒート50glasses 岸 久 講談社 596.7

農業 TPPが日本農業を強くする 山下 一仁 日本経済新聞出版社 611.1

園芸 苔の本 大野 好弘 グラフィス 627.8

美術 企画展がなくても楽しめるすごい美術館 藤田 令伊 ベストセラーズ 706.9

美術 怖い浮世絵 日野原 健司 青幻舎 721.8

美術 ピカソになりきった男 ギィ・リブ キノブックス 723.3

美術 林亮太の超リアル色鉛筆入門 林 亮太 マール社 725.5

工芸 切らずに1枚で折る爬虫類・両生類折り紙 フチモト ムネジ エムディエヌコーポレーション 754.9

工芸 ペパナプフラワーBOOK 河出書房新社 754.9

歌舞伎 歌舞伎一年生 中川 右介 筑摩書房 774

演芸 欽ちゃんの、ボクはボケない大学 萩本 欽一 文芸春秋 779.9

スポーツ カヌー&カヤックを楽しむ 内田 正洋 地球丸 785.5

スポーツ 強く、潔く。 吉田 沙保里 KADOKAWA 788.2

スポーツ 一日一日、強くなる 伊調 馨 講談社 788.2

茶道 茶の湯ブンガク講座 石塚 修 淡交社 791.0

文学研究 装いの王朝文化 川村 裕子 KADOKAWA 910.2

文学研究 強父論 阿川 佐和子 文藝春秋 910.2

文学研究 石川啄木 ドナルド・キーン 新潮社 910.2

詩歌 あなた 河野 裕子 岩波書店 911.1

川柳 ハゲ川柳 ツル多はげます会 河出書房新社 911.4

作詞 不機嫌な作詞家 三田 完 文藝春秋 911.6

日記 旅の食卓 池内 紀 亜紀書房 915.6

ノンフィクション あの夏、兵士だった私 金子 兜太 清流出版 916

ノンフィクション ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野 雄一 小学館 916

ノンフィクション 魂の退社 稲垣 えみ子 東洋経済新報社 916

ノンフィクション 漂うままに島に着き 内澤 旬子 朝日新聞出版 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 拝啓、十年後の君へ。 天沢 夏月 KADOKAWA B Fアマ

文庫 青の数学 王城 夕紀 新潮社 B Fオウ

文庫 東京放浪 小野寺 史宜 ポプラ社 B Fオノ

文庫 小説君の名は。 新海 誠 KADOKAWA B Fシン

文庫 夕涼み 藤井 邦夫 文藝春秋 B Fフジ

文庫 深く、濃い闇の中に沈んでいる 前川 裕 文芸社 B Fマエ

文庫 スタッキング可能 松田 青子 河出書房新社 B Fマツ

エッセイ 小説家と過ごす日曜日 石田 衣良 文藝春秋 Eイシ

エッセイ 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館 Eサト

エッセイ くよくよマネジメント 津村 記久子 清流出版 Eツム

エッセイ 渡る老後に鬼はなし 橋田 壽賀子 朝日新聞出版 Eハシ

エッセイ 鋼のメンタル 百田 尚樹 新潮社 Eヒヤ

小説 友の墓の上で 赤川 次郎 集英社 Fアカ

小説 尻尾と心臓 伊井 直行 講談社 Fイイ

小説 月兎耳の家 稲葉 真弓 河出書房新社 Fイナ

小説 よっつ屋根の下 大崎 梢 光文社 Fオオ

小説 猿の見る夢 桐野 夏生 講談社 Fキリ

小説 刑罰0号 西條 奈加 徳間書店 Fサイ

小説 女子的生活 坂木 司 新潮社 Fサカ

小説 ケレスの龍 椎名 誠 KADOKAWA Fシイ

小説 あおぞら町 春子さんの冒険と推理 柴田 よしき 原書房 Fシバ

小説 ホームズ四世 新堂 冬樹 講談社 Fシン

小説 東京會舘とわたし　上下 辻村 深月 毎日新聞出版 Fツジ

小説 ドッグファイト 楡 周平 KADOKAWA Fニレ

小説 日蝕えつきる 花村 萬月 集英社 Fハナ

小説 緑衣のメトセラ 福田 和代 集英社 Fフク

小説 もういっかい彼女 松久 淳 小学館 Fマツ

小説 教室の灯りは謎の色 水生 大海 KADOKAWA Fミズ

小説 ドナ・ビボラの爪　上下 宮本 昌孝 中央公論新社 Fミヤ

小説 柳屋商店開店中 柳 広司 原書房 Fヤナ

外国文学 マトリョーシカと消えた死体 ケイト・アトキンソン 東京創元社 933

外国文学 ミスター・メルセデス　上下 スティーヴン・キング 文藝春秋 933

外国文学 すべての見えない光 アンソニー・ドーア 新潮社 953

外国文学 カクテルパーティー エリザベス・フェラーズ 論創社 933

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 鎌倉時代のサバイバル イセケヌ 朝日新聞出版 210

でんき マイヤ・プリセツカヤ 迎 夏生 ポプラ社 289

でんき レシピにたくした料理人の夢 百瀬 しのぶ 汐文社 289

せんそう これから戦場に向かいます 山本 美香 ポプラ社 319

ようかい 隅田川の妖怪教室 隅田川妖怪絵巻PROJECT 講談社 388

きょうりゅう 世界の恐竜MAP 土屋 健 エクスナレッジ 457

いがく 子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害 岡村 理栄子 少年写真新聞社 494

アウトドア ジャングルから脱出せよ トレイシー・ターナー KADOKAWA 786

あんごう 暗号学 稲葉 茂勝 今人舎 809

にほんご 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野 真二 河出書房新社 810

おはなし キノコのカミサマ 花形　みつる 金の星社 913

おはなし 時間の女神のティータイム あんびる やすこ ポプラ社 913

おはなし 透明犬メイ 辻 貴司 岩崎書店 913

おはなし 駅鈴(はゆまのすず) 久保田 香里 くもん出版 913

おはなし ハルとカナ ひこ・田中 講談社 913

おはなし まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子 佼成出版社 913

おはなし ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー ほるぷ出版 933

おはなし 図書館脱出ゲーム　1.2.上下 クリス・グラベンスタイン KADOKAWA 933

おはなし 呪われた図書館 ドリー・ヒルスタッド・バトラー 国土社 933

おはなし くろグミ団は名探偵 石弓の呪い ユリアン・プレス 岩波書店 943

おはなし ダニーの学校大革命 ラッシェル・オスファテール 文研出版 953

おはなし ぼくらの無人島戦争 宗田 理 KADOKAWA 913

おはなし ドリトル先生のガブガブの本 ヒュー・ロフティング KADOKAWA 933

えほん アマミホシゾラフグ 江口 絵理 ほるぷ出版

えほん エイハブ船長と白いクジラ マヌエル・マルソル ワールドライブラリー

えほん おやすみぞうちゃん 三浦 太郎 講談社

えほん かみなりどん 武田 美穂 あすなろ書房

えほん きりんのしりとり トキタ シオン フジテレビKIDS

えほん こざるのシャーロット さえぐさ ひろこ 新日本出版社

えほん シャバーニだいすき 岡田 新吾 三恵社

えほん 天女銭湯 ペクヒナ ブロンズ新社

えほん とらねことらたとなつのうみ あまん きみこ PHP研究所

えほん ばななくんがね… とよた かずひこ 童心社

えほん ママのスマホになりたい のぶみ WAVE出版

えほん やきそばばんばん はらぺこめがね あかね書房

えほん ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわい としお 白泉社

児童書


