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図書館だより いずみさの 

 暑い夏！そして夏休み！ 

楽しいこともあるけれど、もっと楽しく過ごすための遊びや料理の本は 

いかがですか？ 

もちろん、たくさんある宿題のお手伝いとなる本もご用意しています。 

ご来館、お待ちしています。 

図書館からのお知らせ

 
 

 今年も暑い日が続きますが、みなさまは夏バテなどしておられませんか。 

クールスポットでもある図書館で涼をとりつつ、日々の疑問や生活の課題を解決できるよう、

私たち図書館員は日々資料の収集・整理にいそしんでいます。6月の蔵書点検期間には、利

用されるみなさまがより快適に過ごせるように館内の模様替えも行いました。 

 

より快適になった図書館にぜひ足をお運びください。 

 

館長だより 

② 

 

中央図書館の児童書コーナーがリニューアルしました 

② おはなし室に、大型絵本と絵本の本棚を設置しました。 

床に座ってゆっくり見ていただけます。 

① 絵本ワゴンが出来ました。 

１ヵ月ごとにテーマを変えて絵本を紹介します。 

  ８月は日本の昔話を、９月は月や星の絵本を集めています。 

① 

 

中央図書館 児童書コーナ

ー 

より多くの方に、たくさんの絵本などを見ていただけるよう、

絵本の展示コーナーを作りました。 

ぜひ、手に取ってみてください。 

 

入口 



レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館、佐野公民館図書室、長南公民館

図書室では、それぞれテーマを決めて集めた、スタッフおすすめの本を展示して

います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

 

中央図書館『こわーいお話いろいろ』 

佐野公民館図書室『このマークなに？』 

長南公民館図書室『手作りしてみよう！』 

家の中や出かけた先でよく見かけるマ

ークや表示。そのマークの意味や使い方

などを紹介した本を集めています。 

自由研究の題材集めにいかがでしょう。 

おいしい食べ物やかわいいアクセサリー、

きれいな置物などを手作りするための本を

用意しています。 

自由研究のヒント探しにどうぞ！ 

暑い日が続きます。すこしでも涼しく過ごして

いただけるよう、有名な昔話や都市伝説、体験

談を集めた本などを数多くご用意しています。 

ゾワッとする感覚をお楽しみください。 

 

『山の日』にちなんだ展示を中央図書館で行っています。 

ガイドブックや写真集、登山に関する書籍や、山に生息する動植物の本など、山に関する様々

な本を用意しています。この夏、いろんな『山』に挑んでみませんか？ 

 

『みんなの読書応援隊』（中央図書館の児童文庫の棚にあります） 

9 月 27 日まで『冒険』をテーマにした本を紹介しています。読みやすいものから少し難し

いものまで、三色に色づけして集めています。どの色からでもチャレンジしてください。 

 

 

 

 

そのほかの展示 

意外な掘り出し物が見つかるかも知れません。ぜひご活用ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

くらやみでもへっちゃら 桃井 和馬 大日本図書 低学年向け 

ヒトの親指はエライ! 山本 省三 講談社 低学年向け 

飛べ!「はやぶさ」 松浦 晋也 学研教育出版 中学年向け 

なぜ?どうして?科学 NEW ぎもん

ランキング 
 学研教育出版 中学年向け 

食虫植物の世界 柴田 千晶 他  誠文堂新光社 高学年向け 

世界にかがやいた日本の科学者たち     大宮 信光 著  講談社      

最近では色々な科学者たちがテレビなどでも取りあげられています。でも、他にも

世界に知られるようになった人たちがたくさんいます。 

その中から２０人を紹介したおもしろいミニ伝記です。 

                         

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。 

「古文書講師になれました わたしの独学体験」  

宇野 藍子 著   柏書房  379.7 

 日本史が好きだった訳ではなく、大学も AI専攻の理系である著者が、くずし

字が読みたい一心で猛勉強！ついには古文書講師にまでなった独学体験談です。 

 著者なりの勉強方法や、古文書のチャレンジ問題も紹介されています。 

「あざみ野高校女子送球部！」 

                小瀬木 麻美 著  ポプラ社  BF コセ 

中学時代の苦い経験から、二度とチーム競技はやらないと心に決めていた主

人公端野凜。ところが、ひょんなことからハンドボールを始める事になってし

まいます。最初は乗り気でなかったものの、次第にハンドボールの魅力に惹か

れていきます。 

「パリのエマ」       

クレール・フロッサール 文・絵  福音館書店  絵本 

  ニューヨークからパリにやってきたすずめのエマ。そこで友達になったねこ

のエドワールと、いとこのアメリといっしょに大道芸をはじめます！ 

  写真の中に絵が溶け込んでいて、キャラクター達と一緒に旅行をしてる様な

気分を味わえます。 

 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 



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 

  

       

日時 8 月 12 日（土）    午後 2 時から 

 

 

 

日時 ９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 

「ナイトミュージアム」  109 分 

ベン・スティラー主演  ショーン・レヴィ監督 

2007 年作品 

日時  8 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 

8 月 2 日 ・16 日 

9 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 

いずみさの図書館だより  

2017 年 8 月・9 月号 No.98 

2017 年 8 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 

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 

※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。 

８月 ９月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催： 9 月 18 日（月・祝） 出演：クローバー  

時間：午後２時から午後３時まで 

会場：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 

 

 申込み不要・会場の都合により 50 名まで 

 

日曜・祝日おはなし会 

「おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ」 

 

  

29 分 

「コルボッコロ」         30 分 

「レオ・レオニ ５つの名作集」 28 分 

「化けくらべ」         21 分 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

学問 質問する、問い返す 名古谷 隆彦 岩波書店 002

ホームページ はじめての無料でできるホームページ作成Jimdo入門 桑名 由美 秀和システム 007.6

データベース Accessではじめるデータベース超入門 西村 めぐみ 技術評論社 007.6

図書館 高校図書館デイズ 成田 康子 筑摩書房 017.4

臨床心理士 臨床心理士の仕事図鑑 植田 健太・山蔦 圭輔/編 中央経済社 146.8

人生訓 斎藤一人品をあげる人がやっていること 斎藤 一人・高津 りえ サンマーク出版 159

人生訓 ありがとうノートのつくり方 中山 庸子 さくら舎 159.7

日本史 日本人は大災害をどう乗り越えたのか 文化庁/編 朝日新聞出版 210.1

中国学 鏡鑑(かがみ)としての中国の歴史 礪波 護 法藏館 222

西洋史 中世仕事図絵 ヴァーツラフ・フサ/編著 八坂書房 230.4

伝記 戦国武将の辞世 加藤 廣 朝日新聞出版 281.0

伝記 人生の終い方 NHKスペシャル取材班 講談社 281.0

紀行・案内記 ヨーロッパ鉄道旅行入門 イカロス出版 293.0

政治・行政 アメリカ大統領図鑑 完全解析 開発社/著・米国大統領研究編纂所/著 秀和システム 312.5

成年後見制度 本当は怖い!成年後見   成年後見人には気をつけろ! 仲島 幹朗 文芸社 324.6

相続法 遺産分割のことならこの1冊 内海 徹・真田 親義 自由国民社 324.7

裁判所 裁判所の正体 瀬木 比呂志・清水 潔 新潮社 327.1

経営 老後不安がなくなる定年男子の流儀 大江 英樹 ビジネス社 335

コミュニケーション 答え方が人生を変える ウィリアム・A.ヴァンス・神田 房枝 CCCメディアハウス 336.4

貨幣 小学生でもわかるお金にまつわるそもそも事典 吹田 朝子・合田 菜実子 シーアンドアール研究所 337

高齢者福祉 介護でやるべきことのすべて みんなの介護/監修 水王舎 369.2

児童福祉 子どもの権利ガイドブック 日本弁護士連合会子どもの権利委員会/編著 明石書店 369.4

カクテル カクテルの歴史 ジョセフ・M.カーリン 原書房 383.8

和菓子 和菓子を愛した人たち 虎屋文庫/編著 山川出版社 383.8

包装 なんでも自分で包む本 サマンサネット/監修・包む/監修 洋泉社 385.9

科学 身近な疑問がスッキリわかる理系の知識 瀧澤 美奈子/監修 青春出版社 404

数学 シュメール人の数学 室井 和男 共立出版 410.2

宇宙生物学 彗星パンスペルミア チャンドラ・ウィックラマシンゲ 恒星社厚生閣 440.4

岩石 三つの石で地球がわかる 藤岡 換太郎 講談社 458

野草 雑草キャラクター図鑑 稲垣 栄洋 誠文堂新光社 470

昆虫 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎 光文社 486.4

解剖学 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井 建雄 PHPエディターズ・グループ 491.1

老年医学 老人一年生 副島 隆彦 幻冬舎 493.1

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2017年8・9月号



社会不安障害 大人の人見知り 清水 栄司 ワニブックス 493.7

癌 どんなガンでも、自分で治せる! 川竹 文夫/編著 三五館 494.5

めまい 図解専門医が教える!めまい・メニエール病を自分で治す正しい知識と最新療法 肥塚 泉/監修 日東書院本社 496.6

健康法 40歳からの不調がみるみる良くなる体の使い方 岡田 慎一郎 産業編集センター 498.3

労働衛生 職場で出会うユニーク・パーソン 原 雄二郎・鄭 理香 誠信書房 498.8

香料 アロマワックスサシェの作り方 篠原 由子 主婦の友社 576.6

ぶどう酒 ワイン語辞典 中濱 潤子 誠文堂新光社 588.5

生活 心とカラダがやすまる暮らし図鑑 川上 ユキ エクスナレッジ 590

生活 「凛とした魅力」がすべてを変える ジェニファー・L.スコット 大和書房 590.4

大工 木工手道具の基礎と実践 大工道具研究会/編 誠文堂新光社 592.7

アクセサリー イチバン親切なハンドメイドアクセサリーの教科書 新星出版社編集部/編 新星出版社 594

瘦身法 モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間 健一 サンマーク出版 595.6

料理 いちばんおいしい家カレーをつくる 水野 仁輔 プレジデント社 596

料理 夏つまみ きじま りゅうた 池田書店 596

料理 山料理 小雀 陣二 山と溪谷社 596.4

住居 時間とお金にゆとりができる「小さな家」 尾崎 友吏子 誠文堂新光社 597

育児 孫育ての新常識 小屋野 恵 メイツ出版 599

育児 最新年齢ごとに「見てわかる!」幼児食新百科mini ベネッセコーポレーション 599.3

産業 無名でもすごい超優良企業 田宮 寛之 講談社 602.1

多肉植物 sol×solの多肉植物・サボテンを育てよう 松山 美紗 ブティック社 627.7

飼育 猫専門医が教える猫を飼う前に読む本 富田 園子/編 誠文堂新光社 645.7

民拍 できるAirbnb 相馬 翔 他著 インプレス 673.9

マーケティング 宅配がなくなる日 松岡 真宏・山手 剛人 日本経済新聞出版社 675

旅客 世界の機内食 イカロス出版 687.5

日本の詩 足で歩いた頃のこと 星野 富弘 偕成社 723.1

書店 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社 726.6

写真 もっと撮りたくなる写真のアイデア帳 河野 鉄平 エムディエヌコーポレーション 743

工作 ゆめかわいいレジンでつくるハンドメイドアクセサリー 尾山 花菜子 ソーテック社 751.9

染織工芸 残したい手しごと日本の染織 片柳 草生 世界文化社 753.2

音楽 クラシックでわかる世界史 西原 稔 アルテスパブリッシング 762.3

音楽 美輪明宏と「ヨイトマケの唄」 佐藤 剛 文藝春秋 767.8

ロック クライミング スポーツクライミング教本 東 秀磯 山と溪谷社 786.1

花卉装飾 3ステップ上達法はじめての花の活け方 永塚 慎一 誠文堂新光社 793

日本語 だめだし日本語論 橋本 治・橋爪 大三郎 太田出版 810.2

文章 文章力を伸ばす 阿部 紘久 日本実業出版社 816

中国語 中国語イラスト辞典 呉 月梅/編 三修社 824

ルポルタージュ 湊かなえ読本 洋泉社 910.2

和歌 美智子さま御歌千年の后 秦 澄美枝 PHP研究所 911.1

外国の詩 ほとんど見えない マーク・ストランド 港の人 931.7



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 暗い暗い森の中で ルース・ウェア 早川書房 B 933

文庫 ウサギの天使が呼んでいる 青柳 碧人 東京創元社 B Fアオ

文庫 にらみ 佐伯 泰英 新潮社 B Fサエ

文庫 漱石先生がやって来た 半藤 一利 筑摩書房 B Fハン

文庫 半妖の子 廣嶋 玲子 東京創元社 B Fヒロ

エッセイ 竜宮城と七夕さま 浅田 次郎 小学館 Eアサ

エッセイ わがクラシック・スターたち 小林 信彦 文藝春秋 Eコバ

エッセイ 母ではなくて、親になる 山崎 ナオコーラ 河出書房新社 Eヤマ

小説 決戦!新選組 葉室 麟 他著 講談社 F

小説 ハッチとマーロウ 青山 七恵 小学館 Fアオ

小説 7番街の殺人 赤川 次郎 新潮社 Fアカ

小説 家電兄弟 阿部 牧郎 PHP研究所 Fアベ

小説 悪左府の女 伊東 潤 文藝春秋 Fイト

小説 クジャクを愛した容疑者 大倉 崇裕 講談社 Fオオ

小説 花しぐれ 梶 よう子 集英社 Fカジ

小説 カストロの尻 金井 美恵子 新潮社 Fカナ

小説 あなたが子供だった頃、わたしはもう大人だった 川崎 徹 河出書房新社 Fカワ

小説 球道恋々 木内 昇 新潮社 Fキウ

小説 フェイスレス 黒井 卓司 KADOKAWA Fクロ

小説 じごくゆきっ 桜庭 一樹 集英社 Fサク

小説 わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 島本 理生 幻冬舎 Fシマ

小説 風とにわか雨と花 小路 幸也 キノブックス Fシヨ

小説 潮騒はるか 葉室 麟 幻冬舎 Fハム

小説 アノニム 原田 マハ KADOKAWA Fハラ

小説 探偵さえいなければ 東川 篤哉 光文社 Fヒガ

小説 いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ 講談社 Fフジ

小説 新任刑事 古野 まほろ 新潮社 Fフル

小説 ホサナ 町田 康 講談社 Fマチ

小説 満月の泥枕 道尾 秀介 毎日新聞出版 Fミチ

小説 エーゲ海に強がりな月が 楊 逸 潮出版社 Fヤン

小説 ピエロがいる街 横関 大 講談社 Fヨコ

小説 遠くの街に犬の吠える 吉田 篤弘 筑摩書房 Fヨシ

外国文学 殺しのディナーにご招待 E.C.R.ロラック 論創社 933

外国文学 ちいさな国で ガエル・ファイユ 早川書房 953.7

小説・エッセイ

新着図書案内　2017年8・9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

じょうほう 世界不思議地図 佐藤 健寿 朝日新聞出版 049

れきし 14歳からのパレスチナ問題 奈良本 英佑 合同出版 227

れきし 実況!空想武将研究所 小竹 洋介 集英社 281

しゃかい JC女子力向上BOOK 関川 香織 秀和システム 367

かがく ワクワク!かわいい!自由研究大じてん 成美堂出版編集部/編 成美堂出版 407

きょうりゅう 世界恐竜発見地図 ヒサ クニヒコ/絵・文 岩崎書店 457

こんちゅう 昆虫って、どんなの? いしもり よしひこ ハッピーオウル社 486

からだ 好きなものだけ食べてなぜ悪い? 可野 倫子 芽ばえ社 498

りょうり 夏休み!発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉 ヒラク/文・絵 あかね書房 588

めいろ UMA&ブキミ生物めいろあそび190もん 土門 トキオ/作 西東社 798

ことば まんが四字熟語大辞典 笹原 宏之/監修 西東社 814

おはなし いつも100てん!?おばけえんぴつ むらい かよ ポプラ社 913

おはなし おれたちのトウモロコシ 矢嶋 加代子/作 文研出版 913

おはなし 給食室の日曜日 村上 しいこ/作 講談社 913

おはなし ぐるりと 島崎 町 ロクリン社 913

おはなし 空をけっとばせ 升井 純子/作 講談社 913

おはなし だんまりうさぎときいろいかさ 安房 直子/作 偕成社 913

おはなし ちょっとおんぶ 岩瀬 成子/作 講談社 913

おはなし 化けて貸します!レンタルショップ八文字屋 泉田 もと 岩崎書店 913

おはなし 春くんのいる家 岩瀬 成子/作 文溪堂 913

おはなし りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠 るい/作 金の星社 913

おはなし 炎に恋した少女 ジェニー・ヴァレンタイン 小学館 933

おはなし マウスさん一家とライオン ジェームズ・ドーハティ ロクリン社 933

えほん あるあさ イ・ジニ/さく・え 少年写真新聞社

えほん おたんじょうびケーキ アン マサコ ブロンズ新社

えほん このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦/作・ユーフラテス/作 福音館書店

えほん 児童憲章のえほん そのとおりそのとおりおじさん 塚本 やすし/絵・こども/訳 求龍堂

えほん ちゅうちゅうたこかいな 新井 洋行/作 講談社

えほん パパのぼり きくち ちき/作 文溪堂

えほん はらぺこハロルド、なにがみえたの? ケヴィン・ウォルドロン BL出版

えほん 皮ふの下をのぞいてみれば… カレン・ラッチャナ・ケニー/文 六耀社

えほん 平和って、どんなこと? ウォーレス・エドワーズ 六耀社

えほん へんがおあそび きむら ゆういち 偕成社

えほん ぼくのイスなのに! ロス・コリンズ PHP研究所

えほん みつけてかぞえてどこどこきょうりゅう ガレス・ルーカス/絵 河出書房新社

児童書


