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図書館だより いずみさの 

 冬になりました。おうちの中が恋しい季節です。外出しにくいこの季節に、新し

いことを始めませんか？冬に最適な温かい料理のレパートリーを増やしたり、おう

ちを明るくするインテリアを考えてみたり…。もちろん、じっくりと読書をするの

もおすすめです！ 

コタツやお布団、暖かい部屋でのお供に図書館の本をどうぞ。 

図書館からのお知らせ

新しい雑誌が増えました！ 

 カフェコーナーにドリンクの自動販売機を設置しているコカ・コーラ ウェスト株式会社

様より、雑誌を寄贈していただきました。 

11月下旬より随時受け入れしていきますので、どうぞご利用ください。 

 平成 28年も終わり、新しい年を迎える時期となりました。 

 いつも図書館をご利用いただきましてありがとうございます。皆さん、平成 28 年は如何

でしたか？ 

事故、地震など大きな災害もありました。一方ではオリンピック・パラリンピックも開催

されました。普通に生活できるということが難しい世の中です。この冬も異常気象でありま

せんように！平成 29年は災害のない平和な年であることを願っています。 

 図書館でも新しい年を迎え、資料の収集や、行事など心地よい図書館づくりに励んでゆき

たいと考えています。寒い冬に図書館へ足を運んでいただいて、ホッとした時間をお過ごし

ください。スタッフ一同お待ちしております。 

 平成 29年もよろしくお願い申し上げます。 

                           泉佐野市立図書館館長 東 

館長だより 

図書館では、年間通じて雑誌を寄贈していただける方を募集しています。 

詳しくは図書館にお尋ねください。 

おかずのクッキング    奇数月隔月刊 

男の隠れ家        月刊 

チルチンびと       季刊 

ゆほびか         月刊 

新しく増える雑誌 



 京都外国語大学の学生による、外国語絵本のおはなし会を開催します。 

 よく知っている絵本でも、言語が違えば印象もずいぶん変わってきます。 

この機会にぜひ外国語のおはなしの世界を楽しんでください。 

図書館の管理運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

みなさま方の声をより一層反映させるために、アンケート調査を実施いたします。 

ご協力をよろしくお願いします。 

実施期間  平成 28 年 12 月 1日（木）～ 平成 29 年 1 月 31 日（火）まで 

  ご記入いただきましたアンケート用紙は、各図書館の回収箱にお入れください。 

日時  1 月15 日（日） 

    第 1 部 11：00 ～ 11：30 英語・イタリア語・日本語 

    第 2 部 14：00 ～ 14：30 英語・スペイン語・日本語 

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 

    ※申込不要・入場無料 

国際ソロプチミスト大阪‐りんくう様からのご寄付により、中央図書館に AED（自動

体外式除細動器）を設置しました。 

ＡＥＤは、心肺停止を起こした場合に、心臓に電気ショックを与え平常の心機能を回復

させる医療機器です。操作方法は音声ガイダンスによって指示され、だれでも使えるよう

に安全性が確保されています。 

緊急事態の際には、近くの図書館スタッフにお声をかけてください。 

心肺停止には、「心室細動」と呼ばれる心臓がこまかくふるえることによって、血液

を送り出せなくなる不整脈によるものがあります。 

AED は、心臓の状態を自動的に判断し、電気ショックが必要かどうかを教えてくれる

機器のことで、Automated（自動化された）、External（体外式の）、Defibrillator

（除細動器）、の頭文字をとって呼ばれています。 

電気ショックをすることで「心室細動」を止めて、正しい心臓のリズムに戻します。 

※ 泉佐野市立図書館では、平成 27 年 6 月にスタッフ一同 AED の研修を行いました。 

AED（自動体外式除細動器）とは… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

外国語絵本のおはなし会 
 

アンケート調査を実施します！ 

図書館でＡＥＤを設置しています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店 低学年向け 

ひみつの図書館 神代 明 集英社 中学年向け 

ぼくの図書館カード ウイリアム・ミラー 新日本出版社 中学年向け 

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト 徳間書店 高学年向け 

図書館脱出ゲーム クリス・グラベンスタイン KADOKAWA 高学年向け 

としょかんねずみ               ダニエル・カーク 作 

図書館
としょかん

に住
す

んでいるねずみのサムは、本
ほん

が大好
だ い す

き。ある日
ひ

、自分
じ ぶ ん

で本
ほん

を書
か

いてみよ

うと思
おも

いついたサムは、一冊
いっさつ

の本
ほん

『ちゅてきなねずみのまいにち』を書
か

き上
あ

げて、こ

っそりと本棚
ほんだな

へ。その本
ほん

を読
よ

んだ人
ひと

たちは、おもしろいと大絶賛
だいぜっさん

。サムに会
あ

いたいと

手紙
て が み

を書
か

くのですが…。                （小学校低学年向け） 

本がたくさんある図書館は、いろんなお話の舞台にもってこいの場所です。ぼうけ

んしたり、じけんがおこったり、そんな図書館を舞台にしたお話を紹介します。 

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。 

「北斎の衝撃」  

         小学館  721.8 

日本を代表する浮世絵師の葛飾北斎。しかし彼の存在は「北斎は浮世絵の絵師た

ちのうちのひとりにすぎないのではない。彼自身がひとつの島であり、大陸であ

り、世界全体なのだ」（エドガー・ドガ） 巨人北斎の作品が世界の画家達に及

ぼした影響を明らかにしていきます。 

「殺し屋を殺せ」 

クリス・ホルム著 田口 俊樹訳  早川書房  933 

過去を消した元特殊部隊員のヘンドリクスは、殺し屋を殺していく凄腕の殺

し屋となった。次々と同業者を殺すヘンドリクスと組織に雇われ彼を追うフリ

ーの殺し屋エンゲルマン、そしてヘンドリクスを執拗に狙うＦＢＩ女性捜査官

トンプソン。三者それぞれの思惑が交錯するノンストップスリラー。 

「ペンギンかぞくとおそろしい山」       

藤原 幸一さく  アリス館  絵本 

  生まれ育った入り江で結ばれたペンギン夫婦に、アクアとマリアという可愛

い赤ちゃんペンギンが生まれました。おとうさんとおかあさんはふわふわな毛

の中にあかちゃんを入れ、ごはんをあげて大切に育てています。ある日、おと

うさんがキケンなごみの山をとおったときに事件が起こってしまいます。 

もっとよみたい？ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479362976/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dzEuZS1ob24ubmUuanAvaW1hZ2VzL3N5b3Nla2kvYWNfci85Ny8zMzUxODg5Ny5qcGc-/RS=^ADBSrJHfmzG6z75A4xsGfus7_vjYb4-;_ylt=A2RimWEg.CtYKAYAKwOU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479454445/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wYnMudHdpbWcuY29tL21lZGlhL0N2a2JTbzNVc0FBdkp4di5qcGc-/RS=^ADBRoZEsE0R04v8pe6hvbQGUIopjfM-;_ylt=A2RCAwdsXS1YWywAKyCU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479522762/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oYXlha2F3YS1vbmxpbmUuY28uanAvc2hvcGltYWdlcy9IT0wyMDE0QnRvQy8wMDAwMDAwMTMzNTcyLmpwZw--/RS=^ADBuLCKmnUNXO2sQs0X3jrHiWOW0P0-;_ylt=A2Rivb5JaC5YPB0AFD6U3uV7


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 

「うっかりペネロペ ひとりでできるよ編」 

 30 分  

日時 12 月 10 日（土）   午後 2 時から 

「親子ねずみの不思議な旅」    85 分 

日時 1 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 

「ゴッドファーザー」 

175 分 

マーロン・ブランド 主演 

マリオ・プーズォ 原作      197２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 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 7 日・21 日 

1 月 18 日 ※４日は休館日のため休止 

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 12 月・2017 年 1 月号 No.9４ 

201６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 

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 

1 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 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。 

１２月 

１月 

日時：1 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 

 

２０１７年 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報管理 超ノート術 佐藤　ねじ 日経BP社 002.7

週刊雑誌 スクープ！週刊文春エース記者の取材メモ 中村　竜太郎 文藝春秋 051

人生訓 なんとなく会社に行くだけの人生を送りたくないあなたへ。 渡邉　賢太郎 ポプラ社 159

キリスト教 キリスト教一千年史　上・下 ロバート・ルイス・ウィルケン 白水社 192

宗教 戦国と宗教 神田　千里 岩波書店 210.4

歴史 殿、ご乱心でござる 中山　良昭 洋泉社 210.5

歴史 ドイツの歴史を知るための50章 森井　裕一編著 明石書店 234

歴史 セカンドハンドの時代　「赤い国」を生きた人びと スヴェトラーナ・アレクシエーヴィ 岩波書店 238.0

伝記 本当に偉いのか 小谷野　敦 新潮社 280.4

皇室 昭和天皇御召列車全記録 新潮社 288.4

海外の皇室 マリー・アントワネットの噓 惣領　冬実・塚田　有那 講談社 288.4

伝記 バルトン先生、明治の日本を駆ける！ 稲場　紀久雄 平凡社 289

比較論 なぜ日本の「ご飯」は美味しいのか シンシアリー 扶桑社 302.2

経済 どアホノミクスへ最後の通告 浜 矩子 毎日新聞出版 304

経済 ニュースで伝えられない日本の真相 辛坊　治郎 KADOKAWA 304

政治 ヒラリーの野望 三輪　裕範 筑摩書房 312.5

海外の行政 使用人たちが見たホワイトハウス ケイト・アンダーセン・ブラウワー 光文社 317.9

外交 オバマへの手紙 三山　秀昭 文藝春秋 319.8

人間関係 「言いたいことが言えない人」のための本 畔柳　修 同文舘出版 336.4

金融政策 マイナス金利政策 岩田　一政（他）編著 日本経済新聞出版社 338.3

銀行史 住友銀行秘史 國重　惇史 講談社 338.6

社会政策 フランスはどう少子化を克服したか 高崎　順子 新潮社 364

家庭問題 おばさん百科 小川　有里 毎日新聞出版 367.2

社会福祉 子どもと貧困 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 369.4

障がい児教育 発達障害の子どもの心がわかる本 主婦の友社/編 主婦の友社 378

マナー 就活・就労のための手話でわかるビジネスマナー 竹村　茂 ジアース教育新社 378.2

冠婚葬祭 小さな葬儀と墓じまい 自由国民社 385.6

科学 ノーベル賞でつかむ現代科学 小山　慶太 岩波書店 402

月 The Real Moon月の素顔 沼澤　茂美・脇屋　奈々代 小学館クリエイティブ 446

コケ コケを見に行こう！ 左古　文男 技術評論社 475

昆虫 虫の目になってみた 海野　和男 河出書房新社 486

医療 本当にすごい冷えとり百科 オレンジページ 493.1

医療 頭痛は消える。 清水　俊彦 ダイヤモンド社 493.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2016年12月・2017年1月号



医療 ケトン食ががんを消す 古川　健司 光文社 494.5

医療 乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部 毎日新聞出版 495.4

医療 不要なクスリ無用な手術 富家　孝 講談社 498.0

医療 太らない間食 足立　香代子 文響社 498.5

原発事故 熊取六人組原発事故を斬る 今中　哲二（他） 岩波書店 543.5

アウトドア アウトドアナイフがわかる本 地球丸 581.7

日本酒 山中酒の店 酒の本 山中　基康 洋泉社 588.5

暮らし 持たない暮らしの愛用品 マキ 宝島社 590

家計 やってはいけないお金の習慣 荻原　博子 青春出版社 591

和装 きものに強くなる 世界文化社 593.8

編み物 かぎ針で編むあったかふかふかアニマルざぶとん アップルミンツ 594.3

料理 つくりおきスープ 市瀬　悦子 家の光協会 596

料理 狭くても、料理が楽しい台所のつくり方 後藤　由紀子 日本文芸社 596

料理 小林カツ代の永久不滅レシピ101 小林　カツ代 主婦の友社 596

料理 「留守番めし」の作りおき 牧野　直子 文化学園文化出版局 596

料理 一汁一菜でよいという提案 土井　善晴 グラフィック社 596.0

料理 あの人のおうち餃子 柴田書店/編 柴田書店 596.2

料理 365日のサラダ 金丸　絵里加 永岡書店 596.3

お菓子 白崎茶会のあたらしいおやつ 白崎　裕子 マガジンハウス 596.6

お菓子 マグカップケーキ 本間　節子 主婦の友社 596.6

コーヒー 図説コーヒー UCCコーヒー博物館 河出書房新社 619.8

観葉植物 はじめてのエアプランツ 鹿島　善晴 家の光協会 627.7

動物病院 動物病院を訪れた小さな命が教えてくれたこと 磯部　芳郎 現代書林 649.0

販売促進 「売れる」ハンドメイド作家になる！ 中野　和子 グラフィック社 673.3

マーケティング 若者はなぜモノを買わないのか 堀　好伸 青春出版社 675

ホテル 大人を磨くホテル術 高野　登・牛窪　恵 日本経済新聞出版社 689.8

絵手紙 季節を楽しむ絵手紙 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版 724

絵画 手軽でたのしいふわかわパステル画 中村　友美 誠文堂新光社 725.4

作品集 だれも知らないアンパンマン やなせ　たかし フレーベル館 726.1

写真集 世界のきらめくイルミネーション グラフィック社編集部/編 グラフィック社 748

おりがみ 1年中楽しむかわいい実用おりがみ 山口　真 ソシム 754.9

芸能 蜷川幸雄 河出書房新社 772.1

スポーツ スポめし 朝日新聞出版　編 朝日新聞出版 780.1

スケート スケオタデイズ　飛び出せ!海外遠征編 グレゴリ青山 KADOKAWA 784.6

水泳 スイミングの科学 洋泉社 785.2

将棋 プロ棋士という仕事 青野　照市 創元社 796

語学 おいしいスペイン語 高垣　敏博 IBCパブリッシング 867.8

作家論 宮尾登美子遅咲きの人生 大島　信三 芙蓉書房出版 910.2



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 ゼンカン 安東　能明 幻冬舎 B Fアン

文庫 時限病棟 知念　実希人 実業之日本社 B Fチネ

文庫 誰がわたしを殺したか デビー・ハウエルズ 早川書房 B 933

文庫 エデンの祭壇　上・下 ジェームズ・ロリンズ 扶桑社 B 933

文庫 傷だらけのカミーユ ピエール・ルメートル 文藝春秋 B 933

エッセイ ただ生きていく、それだけで素晴らしい 五木　寛之 PHP研究所 Eイツ

エッセイ なんでわざわざ中年体育 角田　光代 文藝春秋 Eカク

エッセイ 黄犬ダイアリー ドナルド・キーン 平凡社 Eキン

エッセイ レモンパイはメレンゲの彼方へ もとした　いづみ ホーム社 Eモト

小説 ショパンの心臓 青谷　真未 ポプラ社 Fアオ

小説 アレグロ・ラガッツァ あさの　あつこ 朝日新聞出版 Fアサ

小説 おんなの城 安部　龍太郎 文藝春秋 Fアベ

小説 ツタよ、ツタ 大島　真寿美 実業之日本社 Fオオ

小説 あなたのゼイ肉、落とします 垣谷　美雨 双葉社 Fカキ

小説 ラーメンにシャンデリア 風　カオル 小学館 Fカゼ

小説 空への助走 壁井　ユカコ 集英社 Fカベ

小説 すみなれたからだで 窪　美澄 河出書房新社 Fクボ

小説 こちら文学少女になります 小嶋　陽太郎 文藝春秋 Fコジ

小説 氷の轍 桜木　紫乃 小学館 Fサク

小説 秋萩の散る 澤田　瞳子 徳間書店 Fサワ

小説 青光の街(ブルーライト・タウン) 柴田　よしき 早川書房 Fシバ

小説 横濱つんてんらいら 橘　沙羅 角川春樹事務所 Fタチ

小説 おね　上・下 田渕　久美子 NHK出版 Fタブ

小説 黒涙 月村　了衛 朝日新聞出版 Fツキ

小説 スマイリング！ 土橋　章宏 中央公論新社 Fドバ

小説 コクーン 葉真中　顕 光文社 Fハマ

小説 かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉 新潮社 Fヒガ

小説 梅もどき 諸田　玲子 KADOKAWA Fモロ

小説 カムパネルラ 山田　正紀 東京創元社 Fヤマ

小説 賤ケ岳の鬼 吉川　永青 中央公論新社 Fヨシ

小説 手のひらの京(みやこ) 綿矢　りさ 新潮社 Fワタ

外国文学 煽動者 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933

外国文学 生ける死者に眠りを フィリップ・マクドナルド 論創社 933

外国文学 その雪と血を ジョー・ネスボ 早川書房 949.6

小説・エッセイ

新着図書案内　2016年12月・2017年1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

れきし 平安時代のサバイバル 朝日新聞出版 210

ノーベルしょう こどもノーベル賞新聞 世界文化社 377

うちゅう 14歳のための宇宙授業 佐治　晴夫 春秋社 421

いきもの ざんねんないきもの事典 高橋書店 480

こんちゅう 昆虫たちの世渡り術 海野　和男 河出書房新社 486

やきゅう 知ってる？野球 関口　勝己 ベースボール・マガジン社 783

あやとり いちばんやさしいはじめてのあやとり 野口　とも 永岡書店 798

かいだん 東海道四谷怪談 金原　瑞人 岩崎書店 912

おはなし おたんじょうび、もらったの 服部　千春 岩崎書店 913

おはなし 神隠しの教室 山本　悦子 童心社 913

おはなし 工場見学のお客さま みずの　よしえ 偕成社 913

おはなし ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉　暁子 あかね書房 913

おはなし 二ノ丸くんが調査中 石川　宏千花 偕成社 913

おはなし にわとり城 松野　正子 こぐま社 913

おはなし 馬琴先生、妖怪です！ 楠木　誠一郎 静山社 913

おはなし ほんとうに怖くなれる幽霊の学校 トビー・イボットソン 偕成社 933

おはなし ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン マイケル・モーパーゴ 徳間書店 933

おはなし ミスターオレンジ トゥルース・マティ 朔北社 949

えほん いろがみびりびりぴったんこ 松田　奈那子 アリス館

えほん おしりだよ 乾　栄里子 教育画劇

えほん おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ 鈴木出版

えほん きつねのがっこう いもと　ようこ 講談社

えほん くうちゃんのホットケーキ わたなべ　ゆうこ ポプラ社

えほん ぐずりっこフンガくん 国松　エリカ 小学館

えほん シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル 岩波書店

えほん 十二支のおもちつき すとう　あさえ 童心社

えほん 1001のモンスターをさがせ！ ジリアン・ドハーティ PHP研究所

えほん たまちゃんとあかちゃん どい　かや 学研プラス

えほん たんじょうびはかそうパーティー！ カタリーナ・ヴァルクス 文研出版

えほん ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん ローラ・カーラー 岩崎書店

えほん とびっきりのともだち エイミー・ヘスト BL出版

えほん とりかえっことりかえっこ ふくだ　じゅんこ 大日本図書

えほん パンダなりきりたいそう いりやま　さとし 講談社

えほん もうあかん！ 岡田　よしたか 学研プラス

えほん わたしのそばできいていて リサ・パップ WAVE出版

児童書


