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図書館だより いずみさの 

じめじめとした梅雨を過ぎるともう夏ですね。子どもの皆さんへ向けて今年も 

泉佐野市立図書館では夏休みのイベントをご用意しています。夏休みのイベント 

は４月に新しく出来た「北部公民館図書室」でも開催します。 

また、長い休みの間に気になったことの「答え」を図書館のたく 

さんの本の中から見つけてみませんか。「なぜ？」を「なるほど！」 

に変える方法が図書館にはたくさんあります。 

どうぞ図書館へお越しください。 

館長だより 

図書館からのお知らせ

暑くなってくる季節になりました。熱中症の予防のためにはこまめな水分補給が必要です

ね。しかしながら、本は熱や暑さではなく水にとても弱いもの。水分補給は図書館の外でお

願いいたします。中央図書館では１階エントランスにカフェコーナーを設けているのでそち

らもご利用下さい。 

 

 

蔵書点検を行います 
 

 

休館中の図書の返却は、返却ポストをご利用ください。ビデオやＤＶＤ、

ＣＤ、カセットテープはこわれやすいので返却ポストには入れないように

お願いいたします。 
 

   

期間 6 月2１日（木）から6 月30 日（土） 

蔵書点検のため、泉佐野市立図書館は全館休館いたします 

 



図書館では、今年も楽しいイベントをご用意しています！ 

詳しい情報は広報やチラシまたはホームページでお知らせいたします。 

今年もあります「課題図書の貸出」 

 第 64回青少年読書感想文全国コンクールの 

課題図書を貸出します！ 

貸出・予約ともに 7月 1日（日）からの受付です。 
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図書館からのお知らせ 

各館での展示テーマ 佐野公民館図書室 

「観察してみよう」 

「こわーい怪談」 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・中央吹き抜け 

「水にふれる」 

「落語に親しむ」 

・児童コーナー 

「としょかん どうぶつえん」 

・絵本ワゴン 

「きせつの えほん」 

長南公民館図書室 

「Let s Ｇo」 

＊展示で使われている資料は、館内の 

検索機や HP で見ることができます 

・中央入口 

「癒しの本」 

 

北部公民館図書室 

「新しい生活、始めませんか？」 

「おこづかい講座」 

おこづかいを通して、お金に関する話を 

親子でするきっかけ作りにご利用ください。 

日時：７月２４日（火） 午後２時から 

場所：北部公民館図書室 

「夏休み 映画会 

学校の怪談 戦慄の校外編」 
46分 

場所：佐野公民館 ４階多目的室 

日時：７月２９日（日） 

午後 2時から（開場午後１時３０分） 

「食育講演会 
～「いただきます」から考える子どもの食～」 

子どもの食と成長に関する悩みや不安に

ついて、栄養士さんにお話いただきます。 

 

日時：6月 8日（金）  

午前 10時 30分から 

場所：中央図書館 ２階視聴覚室 

「読書感想文を応援します！」 

書きたいけど、どう書いたらいいかわからな

い！みんなを悩ませる読書感想文をちょっ

とだけお手伝いします。 

日時：７月２1日（土）・２２日（日）  

午前１０時から・午後 1時から 

場所：中央図書館 ２階視聴覚室 

「おやこ D e 人形劇」 

人形劇団「ひまわり」がお届けする、楽し

い人形劇！手作りの人形が創り出す世界

をぜひご覧ください。 

場所：長南公民館図書室 2階多目的室 

日時：8月 5日（日） 

午前 11時から（開場午前 10時 45分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ 福音館書店 低学年向け 

いってかえって星から星へ 佐藤 さとる ビリケン出版 低学年向け 

だじゃれたっぷり宇宙大作戦 内田 麟太郎 佼成出版社 中学年向け 

夜空の訪問者 斉藤 洋 理論社 中学年向け 

夏葉と宇宙へ三週間 山本 弘 岩崎書店 高学年向け 

かわせ ひろし 作  岩崎書店      

ある夏の日、友樹が出会ったのは、かわいい子犬「ハッチー」。 

ところがこのハッチー、２本足で立ってしゃべるのです。ハッチーの正体は、宇宙から

やって来た捜査官助手。友樹と力を合わせて犯人の足跡を追っていくのですが…。 

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。 

 ７５歳で「笹餅屋」を起業し、９０歳になった今も現役の津軽の名物おばあちゃ

んこと桑田ミサオさん。６０歳で餅作りを始めてからこれまでの人生について語ら

れています。「笹餅」や「おはぎ」などのレシピも掲載。 

「オリンピックへ行こう！」 

                     真保 祐一 著  講談社  F シン

ン 

 

「飛行機しゅっぱつ！」 

鎌田 歩 作  福音館書店  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校高学年向け） 

オリンピックやパラリンピックへの出場を目指すアスリート達の奮闘を描いた

ストーリー３本立て。サッカー・卓球・競歩、それぞれの選手達が孤独や挫折に立

ち向かいながら夢の現実へ突き進む、爽快感動ストーリー。 

つばさくんとおとうさんは、飛行機で旅行に行くために空港へやってきました。 

空港では、飛行機を飛ばすための特別な自動車がたくさんはたらいています。 

普段は見られない空港の裏側が、リアルな絵で紹介されています。 

宇宙犬ハッチー   

      

 

「おかげさまで、注文の多い笹餅屋です」 

桑田 ミサオ 著  小学館  289.1クワ 

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

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 

            

 

 

 

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 

6 月 6 日 ・ 20 日 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

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 

いずみさの図書館だより  

2018 年 6・7 月号 No.103 

2018 年 6 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 

北部公民館図書室     TEL 072-469-5171 

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 

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。 

６月 ７月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

 

 

 

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 

「宮西達也劇場 おまえうまそうだな」 

 

  

24 分 

7 月 4 日 ・ 18 日 

 

35 分 

日時  6 月 9 日（土）  午後 2 時から 

日時  7 月 14 日（土）  午後２時から 

偶数月第３土曜日開催 
毎月第２土曜日開催 

「わたしを離さないで」 104 分 

キャリー・マリガン主演 

マーク・ロマネク監督 

カズオ・イシグロ原作 2011 年作品 

日時 6 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 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

6 月 17 日（日） 紙ひこうき 

  7 月 8 日（日） クローバー 

 

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

「ミッフィーとどうぶつえん」 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
天の川の段/ブラックホールの段」 50 分 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

図書館 シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ 東京創元社 010.2

速読法 速読日本一が教えるすごい読書術 角田 和将 ダイヤモンド社 019.1

出版 拝啓、本が売れません 額賀 澪 ベストセラーズ 023.1

心霊研究 かみさまは小学5年生 すみれ サンマーク出版 147

生と死 人は死にぎわに、何を見るのか リサ・スマート 徳間書店 147.9

人生訓 科学者が解く「老人」のウソ 武田 邦彦 産経新聞出版 159.7

キリシタン 潜伏キリシタンは何を信じていたのか 宮崎 賢太郎 KADOKAWA 198.2

遺跡 47都道府県・遺跡百科 石神 裕之 丸善出版 210.0

歴史 考える江戸の人々 柴田 純 吉川弘文館 210.5

伝記 鉄道人とナチス 鴋澤 歩 国書刊行会 289.3/ﾄﾞﾙ

時事評論 半分生きて、半分死んでいる 養老 孟司 PHP研究所 304

政治 金正恩 朴 斗鎮 新潮社 312.2

政治 炎と怒り マイケル・ウォルフ 早川書房 312.5

選挙制度 世界の選挙制度 大林 啓吾/他編 三省堂 314.8

民族問題 辺境中国 デイヴィッド・アイマー 白水社 316.8

経済学 ダーウィン・エコノミー ロバート・H.フランク 日本経済新聞出版社 331.8

経営情報 人工知能時代に生き残る会社は、ここが違う! ジョシュ・サリヴァン/他 集英社 336.1

ビジネスマナー 図解仕事の基本社会人1年生大全 北條 久美子 講談社 336.4

経営分析 やっぱり会計士は見た! 前川 修満 文藝春秋 336.8

住民税 知らないと損をする最新配偶者控除 梅本 正樹 秀和システム 345.3

日本の統計 日本で1日に起きていることを調べてみた 宇田川 勝司 ベレ出版 351

文化 くらべる世界 おかべ たかし 東京書籍 361.5

空き家 深刻化する「空き家」問題 明石書店 365.3

労働契約 雇用は契約 玄田 有史 筑摩書房 366.5

夫婦 熟年離婚、したくなければズボラ婚。 池田 明子 双葉社 367.3

津波 津波の霊たち リチャード・ロイド・パリー 早川書房 369.3

災害 激甚化する水害 気候変動による水害研究会 日経BP社 369.3

音楽教育 心とからだを育てる和太鼓 水野 惠理子 かもがわ出版 376.1

民話 世界の水の民話 三弥井書店 388

人体実験 闇に魅入られた科学者たち
NHK「フランケンシュタイン
の誘惑」制作班 NHK出版 490.4

人工知能 人間の未来AIの未来 山中 伸弥/他 講談社 491.1

腱鞘炎 自分で治す!腱鞘炎 高林 孝光 洋泉社 493.6

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2018年6・7月号



小児栄養 子どもに効く栄養学 中村 丁次/他監修 日本文芸社 493.9

癌 あのひとががんになったら 桜井 なおみ 中央公論新社 494.5

腎臓病 腎臓病の食品早わかり 牧野 直子/監修 女子栄養大学出版部 494.9

工業経営 大胆予測!IoTが生み出すモノづくり市場2025 井熊 均/他 日刊工業新聞社 509.5

労働安全 トコトンやさしいトヨタ式作業安全の本 石川 君雄 日刊工業新聞社 509.8

地下街 知られざる地下街 廣井 悠/他 河出書房新社 518.8

鉄道史 日本の高速鉄道史 高野 晃彰 メイツ出版 536.0

接着剤 わかる!使える!接着入門 原賀 康介 日刊工業新聞社 579.1

大工道具 イラストでよくわかる!大工道具入門 竹中大工道具館/編 日刊工業新聞社 583.8

食品 今日からできるムスリム対応 阿良田 麻里子 講談社 588.0

容器 飲料容器の科学 松田 晃一 日刊工業新聞社 588.4

靴 痛い靴がラクに歩ける靴になる 西村 泰紀 主婦の友社 589.2

家庭経済 100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる! 井戸 美枝 集英社 591

手芸
今さら聞けない手芸の基礎がよくわ
かる!はじめての針しごと

平野 孝子 日東書院本社 594

髪形 グレイヘアという選択 主婦の友社/編 主婦の友社 595.4

化粧
どんな顔立ちでも、ハッとするほど
キレイになる

新里 沙智子 インプレス 595.5

料理 心のごちそう帖お寺ごはん 野々部 利弘 アスコム 596

料理 ウマし 伊藤 比呂美 中央公論新社 596.0

料理 きのこレシピ 主婦の友社 596.3

料理 ポリ袋で作ろう!餃子、めん、パンを 荻野 恭子 文化学園文化出版局 596.3

収納 お母さんだけが頑張らないラクちん片づけ 小宮 真理 辰巳出版 597.5

栽培 育てて楽しむウメ百科 三輪 正幸 家の光協会 625.5

飼育 どんな災害でもネコといっしょ 徳田 竜之介/監修 小学館クリエイティブ 645.7

水産 サバが好き! 池田 陽子 山と溪谷社 664.6

鉄道 読鉄全書 池内 紀/他編 東京書籍 686.0

児童文学研究 過去六年間を顧みて かこ さとし 偕成社 726.6

写真 写真のことが全部わかる本 中原 一雄 インプレス 743

折紙 贈る・飾る・使う折り紙の箱と小物 丹羽 兌子 ナツメ社 754.9

楽器
楽器博士佐伯茂樹がガイドするオー
ケストラ楽器の仕組みとルーツ

佐伯 茂樹 音楽之友社 763

演劇 真実 梶 芽衣子 文藝春秋 772.1

洋画 NOTES ON A LIFE エレノア・コッポラ 双葉社 778.2

落語 ゼロから分かる!図解落語入門 稲田 和浩 世界文化社 779.1

スポーツ 常勝キャプテンの法則 サム・ウォーカー 早川書房 780.4

スケート 夢を生きる 羽生 結弦 中央公論新社 784.6

俳句 俳句の誕生 長谷川 櫂 筑摩書房 911.3

闘病記 ありがとうって言えたなら 瀧波 ユカリ 文藝春秋 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 これからを生きる人へ 瀬戸内 寂聴/他 PHP研究所 B Eセト

文庫 黄砂の進撃 松岡 圭祐 講談社 B Fマツ

文庫 福徳円満!まねき猫事件ノート 水生 大海 ポプラ社 B Fミズ

エッセイ セキララ人生相談 石田 衣良 ぴあ Eイシ

エッセイ 物語のなかとそと 江國 香織 朝日新聞出版 Eエク

エッセイ あるいて行くとぶつかるんだ 椎名 誠 KADOKAWA Eシイ

エッセイ 犬棒日記 乃南 アサ 双葉社 Eノナ

エッセイ 逃げる力 百田 尚樹 PHP研究所 Eヒヤ

小説 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子 新潮社 Fアケ

小説 アンダーカバー　秘録・公安調査庁 麻生 幾 幻冬舎 Fアソ

小説 わたしの忘れ物 乾 ルカ 東京創元社 Fイヌ

小説 庭 小山田 浩子 新潮社 Fオヤ

小説 私はあなたの記憶のなかに 角田 光代 小学館 Fカク

小説 AIのある家族計画 黒野 伸一 早川書房 Fクロ

小説 罪人が祈るとき 小林 由香 双葉社 Fコバ

小説 枕女王 新堂 冬樹 河出書房新社 Fシン

小説 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 Fセオ

小説 敗れども負けず 武内 涼 新潮社 Fタケ

小説 祈りのカルテ 知念 実希人 KADOKAWA Fチネ

小説 青空と逃げる 辻村 深月 中央公論新社 Fツジ

小説 悪徳の輪舞曲(ロンド) 中山 七里 講談社 Fナカ

小説 にらみ 長岡 弘樹 光文社 Fナガ

小説 おまじない 西 加奈子 筑摩書房 Fニシ

小説 雨と詩人と落花と 葉室 麟 徳間書店 Fハム

小説 魔力の胎動 東野 圭吾 KADOKAWA Fヒガ

小説 海を抱いて月に眠る 深沢 潮 文藝春秋 Fフカ

小説 湖畔の愛 町田 康 新潮社 Fマチ

小説 風は西から 村山 由佳 幻冬舎 Fムラ

小説 ふたりみち 山本 幸久 KADOKAWA Fヤマ

小説 凶犬の眼 柚月 裕子 KADOKAWA Fユズ

外国文学 野蛮なアリスさん ファン ジョンウン 河出書房新社 929.1

外国文学 マザリング・サンデー グレアム・スウィフト 新潮社 933

外国文学 乗客ナンバー23の消失 セバスチャン・フィツェック 文藝春秋 943.7

外国文学 失われた手稿譜 フェデリーコ・マリア・サルデッリ 東京創元社 973

小説・エッセイ

新着図書案内　2018年６・７月号



児童書

ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

こわいはなし うわさの怪談タタリ 魔夜 妖一/監修 成美堂出版 147

れきし 大坂城へタイムワープ 河合 敦/監修 朝日新聞出版 210

こっき 世界一おもしろい国旗の本 ロバート・G.フレッソン 河出書房新社 288

でんき かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ/他 PHP研究所 289

せんきょ しらべよう!世界の選挙制度 大野 一夫 汐文社 314

がいこくじん 同級生は外国人!?　1 吉富 志津代/監修 汐文社 334

せいざ 写真で見る星と伝説 野尻 抱影 偕成社 443

かび かび・きのこ 白水 貴/監修 農山漁村文化協会 465

からだ 人体〜神秘の巨大ネットワーク〜 1 講談社/編 講談社 491

てじな これでクラスの人気者!かんたんマジック AUN幸池重季 学研プラス 779

おはなし 怪談5分間の恐怖 霊を呼ぶ本 中村 まさみ 金の星社 913

おはなし 奇譚ルーム はやみね かおる 朝日新聞出版 913

おはなし 5分後に恋するラスト エブリスタ/編 河出書房新社 913

おはなし スターライト号でアドリア海へ 山下 明生 理論社 913

おはなし ソラタとヒナタ かんの ゆうこ 講談社 913

おはなし 波うちぎわのシアン 斉藤 倫 偕成社 913

おはなし ぼくはなんでもできるもん いとう みく ポプラ社 913

おはなし 4ミリ同盟 高楼 方子 福音館書店 913

おはなし ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス 岩崎書店 933

おはなし ひとりじゃないよ、ぼくがいる サイモン・フレンチ 福音館書店 933

えほん いたずらトロルと音楽隊 アニタ・ローベル ロクリン社

えほん 王さまになった羊飼い 福音館書店

えほん おべんとうしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所

えほん かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ BL出版

えほん キノキノとポキのふしぎなみ 種村 有希子/他 講談社

えほん さとやまさん 工藤 直子 アリス館

えほん じてんしゃがしゃがしゃ かさい まり 絵本塾出版

えほん しばはま 野村 たかあき 教育画劇

えほん 菅原伝授手習鑑 吉田 愛 講談社

えほん たったひとつのドングリが ローラ・M.シェーファー 評論社

えほん チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ 徳間書店

えほん トイレなんてだいっきらい! たかい よしかず 主婦の友社

えほん ホッキョクグマ ジェニ・デズモンド BL出版

えほん もしぼくが本だったら ジョゼ・ジョルジェ・レトリア KTC中央出版

えほん レインボーフラッグ誕生物語 ロブ・サンダース 汐文社


