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図書館だより いずみさの 

日々の生活のなかの「？」を「！」に変えること、それを誰かに伝えるのが「調べ 

る学習」です。子どもさんの宿題や自由研究といった印象が強いかもしれませんが、 

大人でも疑問を調べてまとめることで新たな発見や気づきが得られるかもしれません。 

図書館の本を使って調べたことを誰かに伝えてみませんか。 

中央図書館では「第２１回 図書館を使った調べる学習 

コンクール」入賞作品のレプリカ展示を行っています。 

ぜひ図書館へ足を運んでください。 

館長だより 

図書館からのお知らせ

暑い日が続きます。体調管理にお気をつけください。 

図書館では、今年の読書感想文コンクール課題図書だけでなく、昨年度以前の課題図書もご

用意しています。もちろん自由研究・自由工作の本も数多くあります。宿題の本選びに困っ

たときには、遠慮なくスタッフにお声掛けください。 

 

としょかん読書応援隊！ 
 図書館での調べものや読書感想文・自由研究などに便利な、子ども向けのパスファインダー 

（調べ方案内）をご用意しています！ 思い立ったらすぐできる、便利な書き込むことのでき

る用紙付きです！ ぜひ、宿題や調べもの学習にお役立てください！ 

① 読書感想文 

って、どう書いたらいいの！？ 

 夏休みの宿題の中でもたいへんな読書感想文

の書き方をお手伝い！ 

読書感想文を書く上での要点を紹介します。 

② 自由研究 

って、どうしたらいいの！？ 

 自由研究や調べる学習など、何かを調べる

方法をご紹介！ 

③ 知って得する！？ 

図書館の使い方 

 読書感想文も自由研究も、本を使うことが多

いのではないでしょうか？ 

 図書館での本の探し方をお教えします！ 



読書の秋に向けて、今年も本の紹介を大募集！ 

応募用紙にその本を好きな理由やおすすめしたいことを書いて、図書館までお持ちください。 

応募作品はレイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館で展示します。 

ふるって、ご応募ください！！ 

※図書館で配布する専用の用紙でご応募ください。 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「天気・気象」 

「スポーツ大集合！」 

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 

「『猫本』あつめました。」 

「むし！ムシ！虫！大集合！！！」 

・児童コーナー 

「自由研究+調べる学習コンクール」 

・みんなの読書応援隊 

「ホラー」 

長南公民館図書室 

「身の回りに潜む危険」 

＊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 

「世界のお祭り 

 

北部公民館図書室 

「いきものいろいろ」 

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  

講 師 ： 井上 照子さん（認定こどもヨーガ教師） 

対 象 ： ①なでなでヨーガ 生後５・６ヶ月頃のおすわり期～はいはい期 

１０時～１０時４５分 

②まねまねヨーガ よちよち期～２歳児  

11時～11時 45分 

問合先 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

      8月 7日（火）９時３０分より電話にて受付開始します。 

 

おやこヨガ 
好評のおやこヨガ！ 平成３０年度第２回は８月２９日（水）です。 

おやこで楽しみながら、こころとからだをすっきりさせましょう！ 

第２回 

わたしの好きな本  
私のお気に入りの１冊！ 

対 象  ： ０才から１０代の方 

応募期間 ： ８月２６日（日）から９月２６日（水）まで 

受付場所 ： 市内各図書館窓口・いちょう号（応募は１人１冊まで） 

展示期間 ： １０月２６日（金）から１２月２６日（水）まで 
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・年中行事」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

もじゃひげせんちょうとかいぞくたち コルネーリア・フンケ WAVE出版 低学年向け 

おばけかいぞく 吉田 純子 あかね書房 低学年向け 

宝島 R.L.スティーヴンソン 学研教育出版 中学年向け 

海から来たマリエル ブライアン・ジェイクス 徳間書店 高学年向け 

ファイサル王子の指輪 ビャーネ・ロイター WAVE出版 高学年向け 

リチャード・ケネディ 作  徳間書店      

孤児院で暮らすエイミィと人形のキャプテンは、同じ日に生まれたふたご。 

ある日人間になったキャプテンは、人形になってしまったエイミィを連れて海の冒険に

出かけます。果たして２人は海賊カウフの宝を見つけ出すことができるでしょうか。 

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。 

私たちの生活に欠かせない薬。 

これまでに薬はどのようにして生み出されてきたのか。新薬探索の歴史とその開

発秘話、ドラッグハンター（新薬開発者）の今後について紹介されています。 

「偽姉妹」 

山崎 ナオコーラ 著  中央公論新社  Fヤマ 

 

「れいぞうこからとーって！」 

竹与井 かこ 作  アリス館  絵本 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

３姉妹の次女正子は、平凡なシングルマザー。夫との離婚後、姉妹との共同生

活を送っていたが、次第に息苦しさを感じるようになる。ある日正子は、「お姉さ

んたちとは別に、姉妹になりたい人がいる」と言い出して…。 

うさぎのれいぞうこは野菜がいっぱい。カラスのれいぞうこは木の実がいっぱ

い。それでは、ねこは？ペガサスは？個性あふれるれいぞうこが楽しい絵本です。

れいぞうこの中身が書かれているメモのページを使うと、探し絵としても遊べま

す。 

ふしぎをのせたアリエル号  

      

 

「新薬の狩人たち」 

ドナルド・R.キルシュ 著  早川書房  499.0 

 



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 

8 月 1 日 ・ 15 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 8・9 月号 No.104 

2018 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 

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。 

８月 ９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 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 

 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 

9 月 5 日 ・ 19 日 

 

45 分 

日時  8 月 11 日（土）  午後 2 時から 

日時  9 月 8 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 

「ナイトミュージアム２」 105 分 

ベン・スティラー主演 

ショーン・レビィ監督 

 
2009 年作品 

日時 8 月 18 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。 

  9 月 9 日（日） 出演：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 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

「小さい潜水艦に恋をした 

でかすぎるクジラの話」 

「リボンの騎士」 63 分 

おはなし会の玉手箱 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

論理学 哲学の奇妙な書棚 Roy Sorensen 共立出版 116

声 声のサイエンス 山崎　広子 NHK出版 141.2

政治思想 国体論 白井　聡 集英社 155

人生訓 猫思考 ナカムラ　クニオ ホーム社 159

世界史 教養のグローバル・ヒストリー 北村　厚 ミネルヴァ書房 209

古墳 ザ・古墳群 「ザ・古墳群」制作委員会/編 140B 210.3

歴史 明治維新とは何だったのか 半藤　一利/他 祥伝社 210.5

歴史 花殺し月の殺人 デイヴィッド・グラン 早川書房 253.6

伝記 皇后四代の歴史 森　暢平/他編 吉川弘文館 288.4

地理 呪われた土地の物語 オリヴィエ・ル・カレ/他 河出書房新社 290.4

政治 シリア戦場からの声 桜木　武史 アルファベータブックス 302.2

政治 断罪 村上　誠一郎/他 ビジネス社 310.4

政治 不思議の国会・政界用語ノート 秋山　訓子 さくら舎 312.1

政治
24歳の僕が、オバマ大統領のスピー
チライターに?!

デビッド・リット 光文社 312.5

官僚 没落するキャリア官僚 中野　雅至 明石書店 317

世界経済 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth/編 Think the Earth 333.8

雇用 ハローワーク採用の絶対法則 五十川　将史 誠文堂新光社 336.4

ビジネス文書 ビジネスにうまい文章はいらない 上阪　徹 大和書房 336.5

人間関係
「言いにくいこと」をハッキリ伝え
ても、なぜか好かれる話し方

藤由　達藏 PHP研究所 361.4

子育て イクメンじゃない「父親の子育て」 巽　真理子 晃洋書房 367.3

高齢者 定年前後の「やってはいけない」 郡山　史郎 青春出版社 367.7

社会福祉 ハウジングファースト 稲葉　剛/他編 山吹書店 368.2

薬物依存 ダルク ダルク/編 明石書店 368.8

乳幼児 3000万語の格差 ダナ・サスキンド 明石書店 376.1

礼儀作法
10歳までに身につけたい一生困らな
い子どものマナー

西出　ひろ子/他 青春出版社 379.9

天体観測 星空がもっと好きになる 駒井　仁南子 誠文堂新光社 442

天体写真 星空撮影の教科書 中西　昭雄/他 技術評論社 442.7

星 日本の星名事典 北尾　浩一 原書房 443

海洋 海の世界地図 Don Hinrichsen 丸善出版 452

地層 地層のきほん 目代　邦康/他 誠文堂新光社 456

昆虫 昆虫戯画びっくり雑学事典 丸山　宗利 大泉書店 486.0

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2018年8・9月号



健康 親切は脳に効く デイビッド・ハミルトン サンマーク出版 491.4

依存症 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口　進/監修 講談社 493.7

住宅 いつか一人になるための家の持ち方住まい方 井形　慶子 KADOKAWA 527

核融合炉 太陽を創った少年 トム・クラインズ 早川書房 539.3

ファッション 白いシャツは、白髪になるまで待って 光野　桃 幻冬舎 589.2

洋裁 手作りしたいベビー服&こもの ブティック社 593.3

美容 素敵な「勝ち肌」を手に入れて幸せになる! 今井　悦津子 現代書林 595

料理
料理研究家がうちでやっているラク
して楽しむ台所術

林　幸子 サンマーク出版 596

料理 血管が若返る水煮缶レシピ 村上　祥子 永岡書店 596

料理 冷凍フルーツのひんやりスイーツ あまこ　ようこ 主婦の友社 596.6

住居
自分で直せば断然お得!身のまわりの
修理の教科書

西沢　正和/監修 PHP研究所 597

家庭菜園 虫といっしょに家庭菜園 小川　幸夫 家の光協会 613.8

米 全国お米のこだわり銘柄事典 日本食糧新聞社/編 日本食糧新聞社 616.2

蔬菜 身近な野菜の奇妙な話 森　昭彦 SBクリエイティブ 626

鉢植 花の楽しみ育て方飾り方 吉谷　桂子 主婦の友社 627.8

飼育
ウーパールーパー・イモリ・サン
ショウウオの仲間

佐々木　浩之 誠文堂新光社 666.7

鉄道 特急マーク図鑑 松原　一己 天夢人 686.2

文化財 47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本　和男 丸善出版 709.1

折紙 1年中楽しめる花の折り紙 山口　真 日本ヴォーグ社 754.9

ピアノ 気になる子へのピアノレッスン 福田　りえ 音楽之友社 763.2

芸能 母、野際陽子 真瀬　樹里 朝日新聞出版 778.2

トレーニング
プリズナートレーニング　超絶!!グ
リップ&関節編

ポール・ウェイド CCCメディアハウス 780.7

登山 山でお泊まり手帳 仲川　希良 枻出版社 786.1

ボクシング ボクシング日和 角田　光代 角川春樹事務所 788.3

競馬 サラブレッドに「心」はあるか 楠瀬　良 中央公論新社 788.5

遊戯 ボードゲームデザイナーガイドブック トム・ヴェルネック スモール出版 798

会議術 ムダゼロ会議術 横田　伊佐男 日経BP社 809.6

小論文 小論文 書き方と考え方 大堀　精一 講談社 816.5

英語 同時通訳者のカバンの中 関谷　英里子 祥伝社 830.7

詩 詩のきらめき 池澤　夏樹 岩波書店 902.1

児童文学 小学生のうちに読みたい物語 対馬　初音/編 少年写真新聞社 909.3

作家 司馬さん、みつけました。 山野　博史 和泉書院 910.2

詩歌 一日の言葉、一生の言葉 白井　明大 草思社 911.0

俳句 水丸さんのゴーシチゴ 安西　水丸 ぴあ 911.3

旅行案内 やっぱり食べに行こう。 原田　マハ 毎日新聞出版 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 眠り姫のロード 土橋　章宏 中央公論新社 B Fドバ

エッセイ 生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 新潮社 Eジエ

エッセイ バブルを抱きしめて 島村　洋子 ベストセラーズ Eシマ

エッセイ 納得して死ぬという人間の務めについて 曽野　綾子 KADOKAWA Eソノ

エッセイ 信じ合う支え合う 三浦　綾子/他 北海道新聞社 Eミウ

エッセイ とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下　奈都 扶桑社 Eミヤ

エッセイ 神様のいる街 吉田　篤弘 夏葉社 Eヨシ

エッセイ ほろ酔い天国 青木　正児/他 河出書房新社 E

小説 怪しくて妖しくて 阿刀田　高 集英社 Fアト

小説 福家警部補の考察 大倉　崇裕 東京創元社 Fオオ

小説 がいなもん 松浦武四郎一代 河治　和香 小学館 Fカワ

小説 宇喜多の楽土 木下　昌輝 文藝春秋 Fキノ

小説 炎の来歴 小手鞠　るい 新潮社 Fコデ

小説 万引き家族 是枝　裕和 宝島社 Fコレ

小説 黙過 下村　敦史 徳間書店 Fシモ

小説 ASK 新堂　冬樹 集英社 Fシン

小説 連続殺人鬼カエル男ふたたび 中山　七里 宝島社 Fナカ

小説 ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月　隆文 幻冬舎 Fナナ

小説 ストーブ列車殺人事件 西村　京太郎 双葉社 Fニシ

小説 六月の雪 乃南　アサ 文藝春秋 Fノナ

小説 平凡な革命家の食卓 樋口　有介 祥伝社 Fヒグ

小説 海を駆ける 深田　晃司 文藝春秋 Fフカ

小説 ののはな通信 三浦　しをん KADOKAWA Fミウ

小説 未来 湊　かなえ 双葉社 Fミナ

小説 ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳 文藝春秋 Fムラ

小説 元禄お犬姫 諸田　玲子 中央公論新社 Fモロ

小説 ペンギンは空を見上げる 八重野　統摩 東京創元社 Fヤエ

小説 婚活食堂 山口　恵以子 PHP研究所 Fヤマ

小説 あること、ないこと 吉田　篤弘 平凡社 Fヨシ

小説 ウォーターゲーム 吉田　修一 幻冬舎 Fヨシ

外国文学 やいばと陽射し 金　容満 論創社 929.1

外国文学 ロードシップ・レーンの館 A.E.W.メイスン 論創社 933

外国文学 孤独のワイン イレーヌ・ネミロフスキー 未知谷 953.7

外国文学 新しい名字 エレナ・フェッランテ 早川書房 973

小説・エッセイ

新着図書案内　2018年８・９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

あそび 退屈をぶっとばせ! Joshua Glenn/他 オライリー・ジャパン 033

そうだん ミラクルガール相談室女の子のトリセツ ミラクルガールズ委員会/編著 西東社 159

でんき ざんねんな歴史人物 真山　知幸 学研プラス 280

たいしかん よくわかる大使館 河東　哲夫/監修 PHP研究所 329

じょせい 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本 サッサ・ブーレグレーン 岩崎書店 367

ぎょうじ 齋藤孝の覚えておきたい日本の行事 齋藤　孝 金の星社 386

とうけい 統計ってなんの役に立つの? 涌井　良幸 誠文堂新光社 417

どうくつ どうくつをたんけんする 堀内　誠一 福音館書店 454

どうぶつ 動物進化ミステリーファイル 大渕　希郷 実業之日本社 481

むし 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲 福音館書店 486

しょくりん 人の心に木を植える 畠山　重篤 講談社 519

おりがみ おりがみどうぶつえん&すいぞくかん 新宮　文明 日本文芸社 754

おはなし うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠　るい 講談社 913

おはなし 大坂オナラ草紙 谷口　雅美 講談社 913

おはなし かぼちゃ人類学入門 川原田　徹 福音館書店 913

おはなし だんまりうさぎとおほしさま 安房　直子 偕成社 913

おはなし ドエクル探検隊 草山　万兎 福音館書店 913

おはなし ドリーム・プロジェクト 濱野　京子 PHP研究所 913

おはなし ひきがえるにげんまん 最上　一平 ポプラ社 913

おはなし 猫の楽園 エミール・ゾラ 理論社 953

えほん アザハタ王と海底城 かんちく　たかこ アリス館

えほん おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ PHP研究所

えほん カピバラせんせいのバスえんそく 大塚　健太 小学館

えほん きょうだいぎつねのコンとキン 村山　桂子 フレーベル館

えほん ごんげさま 京極　夏彦 汐文社

えほん しぜんのかたち せかいのかたち K.L.ゴーイング BL出版

えほん たなばたのねがいごと 村中　李衣 世界文化社

えほん ちびちっち ステファニー・ブレイク あすなろ書房

えほん つくえはつくえ 五味　太郎 偕成社

えほん どろんばあ 小野寺　悦子 福音館書店

えほん にじさんにじさんどこいった かわかみ　たかこ ほるぷ出版

えほん はつめいだいすき ピップ・ジョーンズ BL出版

えほん ピーマンのにくづめだったもののはなし 若井　麻奈美 アリス館

えほん みつけてかぞえてどこどここんちゅう カースティーン・ロブソン 河出書房新社

えほん よ〜く、みて! アニェーゼ・バルッツィ 小学館


