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図書館だより いずみさの 

図書館からのお知らせ

雨がシトシト降る季節になりました。雨が続くと憂鬱な気分になってしまいますね。 

そんな時こそ本を読んでみませんか？思いがけない出会いがあるかもしれません。図書館で

は皆様と本を繋ぐために定期的に「展示」を行っています。各館のスタッフが趣向を凝らし

ていますので、ぜひ図書館まで足をお運びください。 

今月の展示ピックアップ
図書館ではそれぞれの館でテーマを決めて様々な本を展示・紹介しています。 

その中から 2つを紹介！ 気になるテーマがあればぜひ手にとって見てください。 

その他各館のテーマについて次のページでも紹介しています。 

中央図書館 入口  

悩み事の大半は「人間関係」によるとか。 

じぶんではどうにもならないと思われますが適

切な対処法と心構えで改善できるはず。 

そんな願いをこめて参考になる本を選びました。 

佐野公民館図書室 

人が月にたどり着いてから、50年の月日が経ち

ました。 

これまでに沢山の星々が発見されています。 

みなさんも、自分だけの星を探してみませんか？ 

「相手のため 自分のため」 「天体観測」 

０歳から楽しめる英語のおはなし会です。 

絵本や手遊びを通じてお子さんと一緒に英語を楽しみましょう！ 

日 時 ： ６月１２日（水）・６月２６日（水） 

７月１０日（水）・７月２４日（水） 

午前１１時から午前１１時３０分まで 

場 所 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 1階おはなし室 

講 師 ： 塩田 カレンさん・塩田 和明さん（カレン先生合同会社） 

＊講師の都合により日本語のおはなし会を行う場合があります。 

カレン先生の英語でおはなし会 

 

今年もあります！「課題図書の貸出」 
第 65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 6月２０日（木）からの受付です。 

＊貸出は１人１冊１週間。予約は１人１冊です。ご注意下さい。 

申込不要・参加無料 



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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

佐野公民館図書室 

「読書で肝だめし」 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「五・七に思いを込めて～短歌・俳句・川柳～」 

・みんなの読書応援隊 

「読書感想文おすすめ本」 

長南公民館図書室 

「ことばのサプリ」 

日根野公民館図書室 

「図鑑っておもしろい！」 

北部公民館図書室 

「涼を求めて」 

「おいしいね」 

各館での展示テーマ
展示テーマ・使われている資料は、館内の検索機や HPの「特集コーナー」で見ることができます。 

図書館夏休み特別企画！！ 

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。今年は、中央図書館・北部公民館図書室・日根野公民館図書室で開催！ 

北部公民館図書室 

閲覧スペース 

７月 6日（土） 

午前 10時 30分～12時 

丸テーブル：５席 

 （整理券を配布し順次案内） 

日根野公民館 

１階講座室１ 

 ７月 7日（日） 

午前 10時 30分～12時 

定員：２２名 

中央図書館 2階視聴覚室 

７月 21日（日） 

①午前 9時 30分～11時 

②午後 1時～2時 30分 

定員：各回３０名 

ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！」 

こわ～いおはなし会 
日 時 ： ７月２７日（土） 午前１１時から午前１１時３０分まで 

場 所 ：北部公民館図書室 じゅうたんコーナー 

定 員 ： 先着１５名まで 

ひんやりするおはなし、ちょっと不思議なおはなしなど… 

こわいおはなしを聞いて涼みたい方、ぜひお越しください。 

夏休み 映画会 

「おしりたんてい１ 

60分 

場所：佐野公民館 ４階多目的室 

日時：8月 3日（土） 

午後 2時から（開場午後１時３０分） 

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 4日（日） 

午前 11時から（開場午前 10時 45分） 

申込不要・参加無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

オーレ!こころのストライカー 菊地 ただし 草炎社 低学年向け 

FC6年 1組 河端 朝日 集英社 中学年向け 

フットボール・アカデミー トム・パーマー 岩崎書店 中学年向け 

おれたち戦国ロボサッカー部! 奈雅月 ありす ポプラ社 高学年向け 

サッカー少女サミー ミッシェル・コックス 学研教育出版 高学年向け 

マリベス・ボルツ さく  岩崎書店     

サッカーが大好きな女の子シエラ。チームメイトとサッカーをするのは楽しいけど、

１つだけ悲しいことがあります。それは大好きなおばさんがサッカーの試合を見にこれ

ないこと。何とか試合を見に来てほしいシエラはあることを思いつきます。 

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。 

 人生 100年時代と言われる昨今、60歳からの人生をどの様に過ごし

ますか? 

13人の著名人が自身の生活と人生哲学を本音で語っています。 

これからを生きる人達に向けたヒントが見つかる 1冊となっています。 

「じわじわ気になるほぼ 100字の小説」 

北野 勇作 著  キノブックス  Fキタ 

 

「かんぺきなこども」 

ミカエル・エスコフィエ 作   ポプラ社  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

結末のない短い物語がこの本には１３０話書かれています。 

そう、話の続きは自分自身で想像するしかありません。 

だから一度読みだすと、最後まで気になって読み進めてしまいます。 

答えはいったいどこに…。 

 

マカロン夫妻の家に“ピエール”という男の子がやって来ることになりました。

ピエールはマカロン夫妻のいうことをよく聞くかしこくて、礼儀正しい男の子。

でもある日、学校で起こった出来事が原因でマカロン夫妻とぎくしゃくしてしま

い…。「家族」について考えるきっかけになる絵本です。 

 

サッカーがだいすき!   

      

 

「60歳からの新・幸福論」 

曽野 綾子 ほか著  宝島社 367.7 

 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

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 5 日 ・ 19 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  

201９年 6・7 月号 No.109 

201９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

/ 

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

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 

※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 

91 分 「モンスター・ハウス」 

7 月 3 日 ・ 17 日 

 

69 分 

日時  6 月 8 日（土）  午後 2 時から 

日時  7 月 13 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 

「フォレスト・ガンプ 一期一会」 142 分 

トム・ハンクス 主演 

ロバート・ゼメキス 監督 

ウィンストン・グルーム 原作 1994 年作品 

日時 6 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 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

6 月 16 日（日）   出演：紙ひこうき 

  7 月 15 日（月・祝） 出演：クローバー 

 

「日本の昔ばなし  織姫と彦星ほか」 

 

レイクアルスタープラザ･カワサキ中央図書館 

 TEL 072-469-7130 

TEL 072-463-6035 

TEL 072-465-1101 

TEL 072-469-5171 

TEL 072-468-0808 

移動図書館いちょう号 

佐 野 公 民 館 図 書 室 

長 南 公 民 館 図 書 室 

北 部 公 民 館 図 書 室 

日根野公民館図書室 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

情報利用法 FACTFULNESS ハンス・ロスリング/他 日経BP社 002.7

人工知能 AI入門講座 野口 悠紀雄 東京堂出版 007.1

スマートフォン 脱!スマホのトラブル 佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会 007.3

ソーシャルメディア メディア社会論 辻 泉/他編 有斐閣 007.3

情報セキュリティ 決定版サイバーセキュリティ Blue Planet-works 東洋経済新報社 007.3

読書 遊読365冊 松岡 正剛 工作舎 019.9

哲学 四苦八苦の哲学 永江 朗 晶文社 104

論理学 1日1問!面白いほど地頭力がつく思考実験 北村 良子 PHP研究所 116

心理学 もう一度学びたい心理学 齊藤 勇 枻出版社 140

心理学 この脳の謎、説明してください! アート・マークマン 青土社 140.4

意思決定 サバイバル決断力 印南 一路 NHK出版 141.5

カウンセリング 人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本 根本 裕幸 大和書房 146.8

人生訓 こころが片づく「書く」習慣 古川 武士 日本実業出版社 159

人生訓 死ぬこと以外かすり傷 箕輪 厚介 マガジンハウス 159.4

宗教 世界を読み解く「宗教」入門 小原 克博 日本実業出版社 160

キリスト教 信仰と医学 帚木 蓬生 KADOKAWA 191.1

世界史 世界から消えた50の国 ビョルン・ベルゲ 原書房 209.6

日本史 日本人はどのように自然と関わってきたのか コンラッド・タットマン 築地書館 210.1

日本神話 日本神話の「謎」を歩く 藤井 勝彦 天夢人 210.3

江戸時代 江戸城御庭番 深井 雅海 吉川弘文館 210.5

古鏡 古鏡のひみつ 新井 悟/編 河出書房新社 222.0

西洋史 静寂と沈黙の歴史 アラン・コルバン 藤原書店 230.5

古代ギリシャ 図説古代ギリシアの暮らし 高畠 純夫/他 河出書房新社 231

偉人伝 上45°から見た世界史 豊川 秀康 文芸社 280.4

辞世 日本人、最期のことば 西村 眞 飛鳥新社 281.0

歴史 光秀からの遺言 明智 憲三郎 河出書房新社 289.1アケ

伝記 世界の食文化を変えた安藤百福 洋泉社 289.1アン

旅行案内 ここでしか見られない感動する風景! ナショナルジオグラフィック/編 日経ナショナルジオグラフィック社 290.8

ウクライナ ウクライナを知るための65章 服部 倫卓/編 明石書店 302.3

未来論 物語でわかるAI時代の仕事図鑑 竹内 一正 宝島社 304

政治 平成の政治 御厨 貴/他編 日本経済新聞出版社 312.1

国際関係 戦後国際関係史 モーリス・ヴァイス 慶應義塾大学出版会 319.0

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年6・7月号



家庭裁判所 家庭裁判所物語 清永 聡 日本評論社 327.1

世界経済 1ドル札の動きでわかる経済のしくみ ダーシーニ・デイヴィッド かんき出版 333.6

経営管理 見るだけでわかる!ビジネス書図鑑 グロービス ディスカヴァー・トゥエンティワン 336

社会学 「もしもあの時」の社会学 赤上 裕幸 筑摩書房 361.1

人間関係 日本が誇る「ご縁」文化 釣島 平三郎 芙蓉書房出版 361.4

副業 0円副業のススメ クリス・ギレボー 小学館集英社プロダクション 366.2

過労死 過労死落語を知ってますか 桂 福車/他 新日本出版社 366.9

女性問題 「銃後史」をあるく 加納 実紀代 インパクト出版会 367.2

親子関係 母と娘の心理臨床 内田 利広 金子書房 367.3

社会福祉 社会を希望で満たす働きかた 今中 博之 朝日新聞出版 369

危機管理 映画に学ぶ危機管理 齋藤 富雄/編 晃洋書房 369.3

教科書 世界の教科書に見る昔話 石井 正己/編 三弥井書店 375.9

家庭教育 武士の子育て 石川 真理子 致知出版社 379.9

日本文化 陰陽五行でわかる日本のならわし 長田 なお 淡交社 382.1

食生活 辺境メシ 高野 秀行 文藝春秋 383.8

習俗 遊廓へ 花房 ゆい 柏書房 384.9

葬式 葬儀・法要・お墓・相続の心得事典 二村 祐輔/他監修 池田書店 385.6

生物 世界のキレイでこわいいきもの パイインターナショナル/編 パイインターナショナル 460.8

貝類 屋嘉田潟原の貝世界 名和 純 ちゅらさ 484

自律神経 読むだけで自律神経が整う100のコツ 主婦の友社/編 主婦の友社 493.7

依存症 ギャンブル依存症から抜け出す本 樋口 進/監修 講談社 493.7

生活 暮らしに必要なものは、自分で決めていい。 一田 憲子 秀和システム 590

生活 シンプルで賢い暮らし方マニュアル 枻出版社 590

生活 50歳からもっと素敵に、もっと楽しく 谷島 せい子 海竜社 590.4

料理 世界一美味しいチャーハンの作り方 日本文芸社 596

料理 アマゾンの料理人 太田 哲雄 講談社 596.2

料理 ヨーガンレールの社員食堂 高橋 みどり PHPエディターズ・グループ 596.3

猫 猫と一緒に生き残る防災BOOK 猫びより編集部/編 日東書院本社 645.7

美術 1時間でわかる西洋美術史 宮下 規久朗 宝島社 702.3

美術 日本のアール・ブリュット アール・ブリュット・コレクション/編 国書刊行会 708

駅伝 箱根0区を駆ける者たち 佐藤 俊 幻冬舎 782.3

野球 ドラガイ 田崎 健太 カンゼン 783.7

プログラミング
スラスラ読めるUnity C#ふりがなプロ
グラミング

安原 祐二/監修 インプレス 798.5

翻訳 日本語を翻訳するということ 牧野 成一 中央公論新社 810.4

英語 村上春樹「象の消滅」英訳完全読解 NHK出版/編 NHK出版 837.5

名言 NHKラジオ深夜便絶望名言 頭木 弘樹 飛鳥新社 902.7

手記 あーす・じぷしー Naho TOブックス 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 霧の夜の戦慄 赤川 次郎 角川書店 B Fアカ

文庫 武蔵野夫人 大岡 昇平 新潮社 B Fオオ

文庫 極悪専用 大沢 在昌 文藝春秋 B Fオオ

文庫 安楽病棟 帚木 蓬生 集英社 B Fハハ

文庫 隠居の初恋 藤井 邦夫 双葉社 B Fフジ

文庫 そして、星の輝く夜がくる 真山 仁 講談社 B Fマヤ

エッセイ 死生論 曽野 綾子 産経新聞出版 Eソノ

エッセイ この先には、何がある? 群 ようこ 幻冬舎 Eムレ

エッセイ 楽しく百歳、元気のコツ 吉沢 久子 新日本出版社 Eヨシ

小説 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘 東京創元社 Fイマ

小説 麒麟児 冲方 丁 KADOKAWA Fウブ

小説 帰去来 大沢 在昌 朝日新聞出版 Fオオ

小説 オーディションから逃げられない 桂 望実 幻冬舎 Fカツ

小説 怪物の木こり 倉井 眉介 宝島社 Fクラ

小説 スクエア 今野 敏 徳間書店 Fコン

小説 戯れの魔王 篠原 勝之 文藝春秋 Fシノ

小説 ほとほと 高樹 のぶ子 毎日新聞出版 Fタカ

小説 あなたのためなら 田牧 大和 文藝春秋 Fタマ

小説 わが夫啄木 鳥越　碧 文藝春秋企画出版部 Fトリ

小説 マーダーズ 長浦 京 講談社 Fナガ

小説 新章神様のカルテ 夏川 草介 小学館 Fナツ

小説 混物語 西尾 維新 講談社 Fニシ

小説 ゴールデン街コーリング 馳 星周 KADOKAWA Fハセ

小説 W県警の悲劇 葉真中 顕 徳間書店 Fハマ

小説 クオピオの雨 原 信雄 日本民主主義文学会 Fハラ

小説 DRY 原田 ひ香 光文社 Fハラ

小説 夜汐 東山 彰良 KADOKAWA Fヒガ

小説 バンクーバー朝日 テッド・Y.フルモト 文芸社 Fフル

小説 歌舞伎町ゲノム 誉田 哲也 中央公論新社 Fホン

小説 まつらひ 村山 由佳 文藝春秋 Fムラ

小説 雨上がりの川 森沢 明夫 幻冬舎 Fモリ

小説 吹上奇譚　第2話 吉本 ばなな 幻冬舎 Fヨシ

小説 殺人鬼がもう一人 若竹 七海 光文社 Fワカ

外国文学 最初の悪い男 ミランダ・ジュライ 新潮社 933

小説・エッセイ

新着図書案内　2019年6・7月号



児童書

ないよう ぶんるい

てつがく なんで勉強しなきゃいけないの? ほるぷ出版 104

せかいちり 世界あっちこっちくらし探検 スージー・レイ 汐文社 290

にほんし 東大教授がおしえるやばい日本史 本郷 和人/監修 ダイヤモンド社 281

てんのう 天皇制ってなんだろう? 宇都宮 健児 平凡社 313

へいき こんなに恐ろしい核兵器　1 鈴木 達治郎/他 ゆまに書房 319

つき ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの? 寺田 健太郎 大阪大学出版会 446

きょうりゅう 日本の恐竜大研究 冨田 幸光/監修 PHP研究所 457

こきゅう 親子でできる!頭がよくなる!こども呼吸法 齋藤 孝 ビジネス社 498

スイーツ ときめきスイーツ 東京製菓学校/監修 学研プラス 596

ねこ 子ねこリレー大作戦 今西 乃子 合同出版 645

みせ 昭和のお店屋さん 藤川 智子 ほるぷ出版 672

スポーツ アスリートがくれた元気が出る言葉 あかね書房 780

ことば 「感じ」が伝わるふしぎな言葉 佐藤 有紀 少年写真新聞社 814

おはなし いいね! 筒井 ともみ あすなろ書房 913

おはなし こちらへそ神異能少年団 奈雅月 ありす ポプラ社 913

おはなし たまねぎとはちみつ 瀧羽 麻子 偕成社 913

おはなし 火狩りの王　1 日向 理恵子 ほるぷ出版 913

おはなし あべこべ世界の怪物たちクリーカーズ トム・フレッチャー 静山社 933

おはなし ガムじいさん、ドロボウはいけないよ! アンディ・スタントン 小峰書店 933

おはなし ぼくはくまですよ フランク・タシュリン 大日本図書 933

えほん あるひありのアントニオくん 石津 ちひろ ポプラ社

えほん 「いたいっ!」がうんだ大発明 バリー・ウィッテンシュタイン 光村教育図書

えほん うーこのてがみ 小池 アミイゴ KADOKAWA

えほん おにのおにいさん さいとう しのぶ ひさかたチャイルド

えほん があちゃん かつや かおり 福音館書店

えほん 木の実とふねのものがたり 小林 由季 ニジノ絵本屋

えほん こまった虫歯 長田 真作 高陵社書店

えほん じぞうぼん 中川 正文 福音館書店

えほん そらのうえのそうでんせん 鎌田 歩 アリス館

えほん だいじょうぶじゃない 松田 もとこ ポプラ社

えほん にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん うえだ しげこ 大日本図書

えほん はじめてのほんやさん よしだ るみ DINO BOX

えほん フェルメール キアーラ・ロッサーニ 西村書店

えほん みんなたいせつ 東 菜奈/構成・訳 岩崎書店

えほん みんなでにっこり!あさごはん やなせスタジオ/作画 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

えほん わたしのおじさんのロバ トビー・リドル あすなろ書房


