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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

ここ数年は異常気象が多く、１０月だというのに秋の気配が近づいてこないことが多くな

りました。けれども図書館では、そんな短い秋を目いっぱい楽しむイベントが目白押しです！

様々な年代の人と楽しむボードゲームイベントなど皆様のご参加をお待ちしております。 

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 吹き抜け  

１０月から消費税が１０%になります。そこで改

めてお金について考えてみませんか？お金のキホ

ンや税金、そして節約に関する本を集めました。 

北部公民館図書室 

普段、お店で購入できる物を自分で作ってみません

か？自分で作ると愛着も感じ、楽しいことまちがい

なし！“こんな物まで作れるの？”という発見もあ

るかもしれません。さあ、作ってみましょう！ 

「いざ、増税対策 「手作りのススメ」 

わたしからあなたへ「おすすめしたい本」 
今まで読んだ本の中から、他の人にもぜひ読んでもらいたいと思う「おすすめしたい本」

を紹介してください。紹介いただいた本は図書館で展示いたします。 

対 象  ： 小学生以上 

受付・掲示期間 ： １０月１日（火）から１１月２１日（木）まで 

本の展示期間 ： １２月１日（日）から１月２９日（水）まで 

         ＊北部公民館図書室は１２月２日（月）から 

図書館 ＤＥ ボードゲーム！ 

～お金について知ろう、考えよう～」 

 

 

ボードゲームには論理的な思考力やコミュニケーション能力を育てる効果があると注目さ

れ、世界各地の図書館で行われています。ワイワイ楽しむものから一人でじっくり遊ぶも

のまで、奥が深いボードゲームを泉佐野市立図書館でも体験してみませんか？ 

日 時 ： １１月２４日（日） 午後２時～午後４時 

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 

定 員 ： 先着２０名 

対 象 ： 小学生・中学生（保護者の付き添い可） 

協 力 ： 遊べるボードゲーム屋 Ｆａｍｉｌｉｅ（ふぁみーりえ） 

申 込 ： １１月７日（木）午前９時３０分から電話、又は窓口で受付 



日 時 ： １０月２７日（日）  

午後２時３０分から午後３時まで（開場午後２時２０分） 

場 所 ： 日根野公民館 ３階多目的室 

講 師 ： 塩田 カレンさん・塩田 和明さん（カレン先生合同会社） 

定 員 ： ８０名 

＊申込不要・講師の都合により日本語のおはなし会を行なう場合があります 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレン先生のおはなし会は中央図書館でも行います！ 

 日 時 ： １０月 ９日（水）・２３（水） 

１１月１３日（水）・２７（水） 

午前１１時から午前１１時３０分まで（開場午前１０時５０分） 

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 

定 員 ： ８０名 

 

 

 

 

間々田先生のサイエンスショー 

地球と比べると、太陽は、月は、木星はどのくらいの大きさかな？ 

天体の大きさを工作しながら調べていこう！ 

日 時 ： １１月３日（日・祝）  

①１０時～１１時３０分 ②１３時３０分～１５時 

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 ： 間々田 和彦先生 

（王立プノンペン大学教育学部客員教授・NPO法人エコテクみらい研究所 副理事長） 

定 員 ： 各回２5名（先着順） 

対 象 ：小学生、中学生 

（保護者の付き添い可、未就学児の参加は応相談） 

申 込 ： レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館  TEL072-469-7130 

１０月９日（水）午前９時３０分から電話又は窓口で受付 

～宇宙の大きさを実感しよう～ 

図書館からのお知らせ 

佐野公民館図書室 

「飲みものの特集」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・入口 

「線路は続くよ」 

・絵本ワゴン 

「かぞくのえほん」 

 

長南公民館図書室 

「アートを読む」 

日根野民館図書室 

「美味しいものあつまれ！」 

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。 

カレン先生とハロウィンＳＨＯＷ 
カレン先生と一緒にハロウィンを楽しみましょう！ おはなし会を通じて異文化に触れてみませんか？ 

参加無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

カレー男がやってきた！ 赤羽 じゅんこ 講談社 低学年向け 

くまのベアールとちいさなタタン 原 京子 ポプラ社 低学年向け 

妖精のベーグル 斉藤 栄美 金の星社 中学年向け 

じったんのオムライス 大久保 美行 くもん出版 中学年向け 

パンパカパーンふっくらパン 野中 柊 理論社 高学年向け 

イノウエ ミホコ 作 ポプラ社     

小学校５年生の男の子、ソラ・ユウタ・タケルの３人が「男子弁当部」を結成！ 

お弁当に入っている定番のたまご焼き、ウインナーなどを作り、最後には弁当コンクー

ルに向けて３人で力を合わせます。果たしてコンクールの結果は？ 

 ページの最後に料理のレシピも載っています。 

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。 

 日本各地をさまざまな観光列車が走っています。列車内で提供されるサービ

スは実に多彩で、動く“ホテル”と呼ぶにふさわしいのではないでしょうか。 

ページをめくるたびに少し贅沢な列車旅行がしてみたくなります。 

「海岸文庫ちどり通信」 

河合 二湖 著  KADOKAWA BFカワ 

「きょだいなガチャガチャ」 

大橋 慶子 作/絵   教育画劇  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

七色海岸団地に引っ越してきた小学生の八木智治は学校の図書室で“ちどり

文庫”と蔵書印が押された本を見つけます。一冊の本との出合いが“智治”を

そして、団地に暮らす人びとを結びつけます。止まっていた時が再び動き出す

瞬間、人びとは何を思うのでしょうか。 

僕がのはらで愛犬のハチと遊んでいたら、まるくておおきい何かがころがって

きた。ころころと上のほうまでころがしていくと、そこにはたくさんのおおきな

オニのこたちがガチャガチャで遊んでいたのです！おおきなガチャガチャの中

には何が入っているのでしょうか？ 

男子☆弁当部 [1] 

      

 

「日本観光列車 100パーフェクトガイド」 

谷崎 竜 著  イカロス出版 686.2 

 



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 

10 月 ２日 ・ １６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 10・11 月号 No.111 

201９年 10 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 

 

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。 

１０月 １１月 

６０分 「おしりたんてい２ 

11 月 ６日 ・ ２０日 

 

７８分 

日時  10 月 12 日（土）  午後 2 時から 

日時  11 月 9 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 

「地下鉄(メトロ)に乗って」 １２２分 

堤真一/岡本綾 主演 

篠原哲雄 監督 

2006 年作品 

日時 10 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 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

おはなし会の玉手箱 

 

 

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 

10 月 20 日（日）   出演：クローバー 

 11 月 23 日（土・祝） 出演：クローバー 

日曜・祝日おはなし会 

「レスキューせんエリアスと 

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 

ププッふめつのせっとうだん」 

 

  
海ではたらく仲間たち」 

 

  

お問い合わせ 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 「超」AI整理法 野口 悠紀雄 KADOKAWA 007.5

書評 本棚から読む平成史 岡ノ谷 一夫/他 河出書房新社 019.9

雑学 仰げば尊し、和菓子のON? 高崎 康史 ベストブック 049

哲学 語源から哲学がわかる事典 山口 裕之 日本実業出版社 130

臨床心理学 「助けて」が言えない 松本 俊彦/編 日本評論社 146

幽霊 東京の幽霊事件 小池 壮彦 KADOKAWA 147.6

人生訓 頭のいいバカになれ! 金川 顕教 実業之日本社 159

人生訓 休み方改革 東松 寛文 徳間書店 159.4

人生訓 男子が10代のうちに考えておきたいこと 田中 俊之 岩波書店 159.7

ミイラ 教養としてのミイラ図鑑 ミイラ学プロジェクト/編著 ベストセラーズ 202.5

年号 事典日本の年号 小倉 慈司 吉川弘文館 210.0

伝記 人生で大切なことは泥酔に学んだ 栗下 直也 左右社 281.0

姓氏 トク盛り「名字」丼 高信 幸男 柏書房 288.1

伝記 曹操 三国志学会/監修 山川出版社 289.2ソウ

紀行 大人のアクティビティ! 小林 希 ワニブックス 291.0

大阪府 仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう 仲野 徹 ちいさいミシマ社 291.6

日本 日本の環境・人・暮らしがよくわかる本 浦野 紘平/他 オーム社 302.1

地方公務員 日本一おかしな公務員 山田 崇 日本経済新聞出版社 318.3

会計 いちばんわかりやすいはじめての経理入門 柴山 政行 成美堂出版 336.9

副業 「複業」のはじめ方 藤木 俊明 同文舘出版 366.2

主婦 貧困専業主婦 周 燕飛 新潮社 367.3

介護福祉 ドキュメントひとりが要介護になるとき。 山口 道宏/編 現代書館 367.7

犯罪史 犯罪学大図鑑 DK社/編 三省堂 368.6

被爆 在米被爆者 松前 陽子 潮出版社 369.3

防災 地図から読み解く自然災害と防災<減災> 酒井 多加志 近代消防社 369.3

不登校 9月1日 樹木 希林/他 ポプラ社 371.4

吃音 吃音の合理的配慮 菊池 良和 学苑社 378.5

妖怪
アラマタヒロシの妖怪にされちゃった
モノ事典

荒俣 宏 秀和システム 388

恐竜 恐竜の魅せ方 真鍋 真 CCCメディアハウス 406.9

天体観測 日本の星空ツーリズム 縣 秀彦/編 緑書房 442

星座 世界一美しい星空の教科書 大平 貴之 宝島社 443.8

日本列島 日本列島のしくみ見るだけノート 鎌田 浩毅/監修 宝島社 455.1

昆虫 デジタルカメラで昆虫観察 海野 和男 誠文堂新光社 486

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2019年10・11月号



医学的心理 僕は偽薬を売ることにした 水口 直樹 国書刊行会 490.1

老年医学 シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ! 宗圓 聰/監修 NHK出版 493.6

食物アレルギー アレルギーっ子のごはんとおやつ 伊藤 浩明/監修 主婦の友社 493.9

姿勢 調子いい!がずっとつづくカラダの使い方 仲野 孝明 サンクチュアリ出版 498.3

技術革新 テクノロジー思考 蛯原 健 ダイヤモンド社 504

宇宙開発 3つのアポロ 的川 泰宣 日刊工業新聞社 538.9

ファッション おしゃれの魔法18人の物語 石田 純子/監修 主婦の友社 589.2

裁縫 和のふだん着 ブティック社 593.1

刺繍 刺繡小説 神尾 茉利 扶桑社 594.2

ドライフラワー
「ドライフラワーの名前」300がよく
わかる図鑑

主婦と生活社 594.8

髪形 ヘアゴム1本で無敵アレンジBOOK sweet編集部/他 宝島社 595.4

ダイエット 1日1分で腹が凹む 植森 美緒 ダイヤモンド社 595.6

料理 大人の献立ルールは2品で10分500kcal 今泉 久美 文化学園文化出版局 596

料理 ハツ江おばあちゃんの定番おかず 高木 ハツ江 NHK出版 596

菓子 はじめてのほうろうバットのおやつ 若山 曜子 扶桑社 596.6

掃除 ナチュラルクリーニングの最強レシピ 佐光 紀子 扶桑社 597.9

農業 図解知識ゼロからの現代農業入門 八木 宏典/監修 家の光協会 612.1

阪神電車 阪神電車ぶらり途中下車 山下 ルミコ フォト・パブリッシング 686.2

航空機 ちょっと自慢できるヒコーキの雑学100 チャーリィ古庄 インプレス 687.0

観光事業 北朝鮮と観光 礒崎 敦仁 毎日新聞出版 689.2

世界遺産 一生に一度は行きたい日本の世界遺産 宝島社 709.1

だんじり 図説だんじり彫刻の魅力 だんじり彫刻研究会/編著 だんじり彫刻研究会 713.0

スケッチ はがきで楽しむ手軽に描く水彩スケッチ 久山 一枝 日貿出版社 724.4

絵画 もっと知りたいミュシャ 千足 伸行 東京美術 726.5

撮影 飛行機写真の教科書 中野 耕志 玄光社 743.5

紙工芸 紙バンドで作る編み応えのあるかご 古木 明美 日本ヴォーグ社 754.9

落語家 昭和の落語名人列伝 今岡 謙太郎/監修 淡交社 779.1

オリンピック で、オリンピックやめませんか? 天野 恵一/編著 亜紀書房 780.6

ラジオ体操 最高のラジオ体操 青山 敏彦 朝日新聞出版 781.4

野球史 平成プロ野球史 共同通信社運動部/編 共同通信社 783.7

クイズ 頭の“瞬発力”がアップする0秒クイズ 知的生活追跡班/編 青春出版社 798.3

話し方 齋藤孝が読むカーネギー『話し方入門』 齋藤 孝 創元社 809.4

時事用語 平成の新語・流行語辞典 米川 明彦 東京堂出版 814.7

接客 「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 加藤 好崇/編 大修館書店 817.8

浄瑠璃 もう少し浄瑠璃を読もう 橋本 治 新潮社 912.4

手記 潜行三千里 辻 政信 毎日ワンズ 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 ビジネスウォーズ 江波戸 哲夫 講談社 B Fエバ

文庫 づぼらん 奥山 景布子 集英社 B Fオク

文庫 5分間SF 草上 仁 早川書房 B Fクサ

文庫 警視庁潜入捜査官イザヨイ 須藤 靖貴 KADOKAWA B Fスド

文庫 お騒がせロボット営業部! 辻堂 ゆめ 文藝春秋 B Fツジ

文庫 空色カンバス 靖子 靖史 講談社 B Fヤス

文庫 動乱!江戸城 浅田 次郎/他 実業之日本社 B F

文庫 カリ・モーラ トマス・ハリス 新潮社 B 933

エッセイ ぱくりぱくられし 木皿 泉 紀伊國屋書店 Eキザ

エッセイ 老いのゆくえ 黒井 千次 中央公論新社 Eクロ

エッセイ やがて満ちてくる光の 梨木 香歩 新潮社 Eナシ

エッセイ 越境(ユエジン) 東山 彰良 ホーム社 Eヒガ

エッセイ かわいい見聞録 益田 ミリ 集英社 Eマス

エッセイ のっけから失礼します 三浦 しをん 集英社 Eミウ

小説 ボダ子 赤松 利市 新潮社 Fアカ

小説 灼熱 秋吉 理香子 PHP研究所 Fアキ

小説 烈風ただなか あさの あつこ KADOKAWA Fアサ

小説 金庫番の娘 伊兼 源太郎 講談社 Fイガ

小説 お江戸けもの医 毛玉堂 泉 ゆたか 講談社 Fイズ

小説 川っぺりムコリッタ 荻上 直子 講談社 Fオギ

小説 窓の外を見てください 片岡 義男 講談社 Fカタ

小説 愛と追憶の泥濘 坂井 希久子 幻冬舎 Fサカ

小説 カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 高山 羽根子 集英社 Fタカ

小説 神様の暇つぶし 千早 茜 文藝春秋 Fチハ

小説 決断の刻(とき) 堂場 瞬一 東京創元社 Fドウ

小説 よこがお 深田 晃司 KADOKAWA Fフカ

小説 決戦!広島城 松永 弘高 朝日新聞出版 Fマツ

小説 最後のページをめくるまで 水生 大海 双葉社 Fミズ

小説 ひと喰い介護 安田 依央 集英社 Fヤス

外国文学 黒い豚の毛、白い豚の毛 閻 連科 河出書房新社 923.7

外国文学 鼻持ちならぬバシントン サキ 彩流社 933

外国文学 穴の町 ショーン・プレスコット 早川書房 933

外国文学 キャット・パーソン クリステン・ルーペニアン 集英社 933

外国文学 首のない女 クレイトン・ロースン 原書房 933

小説・エッセイ
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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

VR よくわかるVR 舘 暲/監修 PHP研究所 007

いきかた 生きかたルールブック 齋藤 孝/監修 日本図書センター 159

げんごう 元号の歴史大事典 相田 満/監修 くもん出版 210

じどうふくし
どうしたらいいかわからない君のため
の人生の歩きかた図鑑

石井 光太 日本実業出版社 367

ようかい すごいぜ!!日本妖怪びっくり図鑑 木下 昌美 辰巳出版 388

さんすう 親子で楽しむ和算の図鑑 谷津 綱一 技術評論社 419

きょうりゅう 恐竜世界大百科 加藤 太一/監修 学研プラス 457

いきもの いきもののうんこ ポール・メイソン エクスナレッジ 481

からだ はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社/編 講談社 491

しんかんせん しんかんせんだいすき!ブック ネコ・パブリッシング 536

うちゅう マックス宇宙ステーションへ行く ジェフリー・ベネット 勉誠出版 538

パズル ひらめき大冒険!王国のパズル 小野寺 紳 PHP研究所 798

ぶんしょう 放課後の文章教室 小手鞠 るい 偕成社 816

えいご 旅するこどもの英語 コンデックス情報研究所/編著 成美堂出版 837

おはなし おうちずきん こがしわ かおり 文研出版 913

おはなし きみの存在を意識する 梨屋 アリエ ポプラ社 913

おはなし 天を掃け 黒川 裕子 講談社 913

おはなし 七不思議神社 緑川 聖司 あかね書房 913

おはなし もえぎ草子 久保田 香里 くもん出版 913

おはなし 貸出禁止の本をすくえ! アラン・グラッツ ほるぷ出版 933

おはなし リスタート ゴードン・コーマン あすなろ書房 933

えほん あなたがおとなになったとき 湯本 香樹実 講談社

えほん いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン ほるぷ出版

えほん うみのあじ たけがみ たえ あかね書房

えほん おかたづけバストリオ 新井 洋行 ほるぷ出版

えほん くもをつくるひと 小澤 範久 文芸社

えほん このドアだれのドア? 鈴木 翼 鈴木出版

えほん 自転車がほしい! マリベス・ボルツ 光村教育図書

えほん だれのパンツ? シゲリ カツヒコ KADOKAWA

えほん ちいさなひこうきのたび みねお みつ 福音館書店

えほん ドン・ウッサそらをとぶ キューライス 白泉社

えほん にっぽんいいものみてみて大会 きたがわ めぐみ 理論社

えほん ハロウィンゴーゴー! 中垣 ゆたか イースト・プレス

えほん ほんのなかのほんのなかのほん ジュリアン・ベール くもん出版

えほん まほうでなんでやねん 鈴木 翼 世界文化社

えほん るすばんかいぎ 浜田 桂子 理論社


