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図書館だより いずみさの 

体が芯から冷える季節になりました。そんな時は暖かい図書館で心が温まる本を読んでみ

ませんか？毎年、心待ちにしていただいている“古本交換市”“リサイクル市”も開催しま

す！皆様のご来館をお待ちしております。 

まだ 

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 児童コーナー  

女の子の幸せを願う行事「ひなまつり」。この機会

に様々な場所で活躍する女の子や女性のお話に触れ

てみませんか？性別に左右されず自分らしく生きる

ヒントになりそうな本も集めてみました。 

長南公民館図書室 

まだまだ寒い日が続きますが、いろいろな種類

の花が咲き乱れている様子は、気持ちも華やか

にしてくれます。そんな花の様子や植物の育て

方の本を紹介します。 

「ガールズ」 「百花繚乱」 

古本交換市 
古本交換市を今年も開催いたします！ 

たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

日 時 ： 2月２9日（土） 午後 1時～3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 

参加には、受付期間内に図書館が発行する‘交換券’が必要です。 

 

受付期間：2月 1日（土）～2月 28日（金） 

受付場所：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・北部公民館図書室・日根野公民館図書室 

受付方法：ご自宅で読み終えて不要になった本を、図書館にお持ちください。 

     お持ちいただいた冊数を記入した‘交換券’をその場でお渡しいたします。 

 ※ 以下の本は交換できませんので、ご注意ください。 

   学習参考書、教科書、雑誌、マンガ、破れや汚れのある本など 

毎年恒例！ 

図書館からのお知らせ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

佐野公民館図書室 

「大人もえほん」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・入口 

「緑色の本集めました」 

・吹き抜け 

「お風呂と温泉で寒い冬を乗りきろう！」 

 

北部公民館図書室 

「花と緑に囲まれて」 

日根野民館図書室 

「日本の伝統文化」「日根野の歴史」 

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。 

リサイクル本市 
 今年度みなさまより図書館にお寄せいただきました本を、 

ご自由にお持ち帰りいただけます。ふるってご参加下さい！ 

日 時 ： 3 月 7 日（土） 午後 1 時～3 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 

申込み ： 事前申込み不要・参加費無料 

● 冊数の制限はありません。 

● 当日は持ち帰る本を入れるためのかばん等をお持ち下さい。 

● 事前の本の取り置きや、お手続き終了後の本のお預かりは出来ませんので 

ご注意下さい。 

○祝日根野公民館図書室 開室１周年記念 “しおり”プレゼント！ 

期 間 ： 4 月 1 日（水）から なくなり次第終了 

対 象 ： 日根野公民館図書室で資料の貸出をされた方 

 

2020 年 4 月 2 日の日根野公民館図書室開室１周年を記念して、 

日根野公民館図書室にて本を借りていただいた皆様に、 

特製の“しおり”をプレゼントいたします。 

スタッフ一同 
お待ちしております！ 

 

 

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 ： ３月１１日（水）・３月２４日（火） 

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 ２階視聴覚室 

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 

＊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 
申込不要・参加無料 

＊セントパトリックデー＊ 

緑のものを身に着けて 

参加しよう！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

じてんしゃにのるアヒルくん デイヴィッド・シャノン 評論社 低学年向け 

キュンすけのおくりもの 小原 麻由美 三恵社 中学年向け 

いつでもインコ 斉藤 洋 理論社 中学年向け 

シロクマ号となぞの鳥 上・下 アーサー・ランサム 岩波書店 高学年向け 

子ガモのボタン ヘレン・ピータース さ・え・ら書房 高学年向け 

 鈴木 まもる 作・絵 童心社     

わたり鳥は日本だけでなく世界にもたくさんいます。そんなたくさんの鳥たちが地図を

みることもなく生まれた場所に戻ってきます。鳥たちはどのようにして広い海を越えて

くるのでしょうか？見返しに「世界のわたり鳥地図」もあり、飛んでくるルートを確認

できます。 

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。 

万葉集巻頭の歌はなんと、「男性が女性に声をかける」歌だった？！ 

「くしゃみをすると想い人が現れる？」 

和歌をイメージしたキャラクターやマンガを盛り込み、万葉集の歌の内容を

わかりやすく解説しています。   

まだ 
「タスキメシ-箱根-」 

額賀 澪 著  小学館 F ヌカ 

「すき」 

有田 奈央 さく   少年写真新聞社  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

弱小・紫峰大学駅伝部にコーチアシスタント兼管理栄養士としてやってきた

“眞家早馬”。以前、彼は箱根駅伝を目指していたが、とある事情で引退を余儀         

なくされた。そんな彼が部員たちを栄養の面から支えることになり・・・ 

ある家族の「すき」がページをめくるたびに四季を通じて描かれています。 

春・夏・秋・冬の「すき」は何？色々な身近にある「すき」がたくさんつまっ

ている絵本です。 

わたり鳥 

      

 

「世界一楽しい!万葉集キャラ図鑑」 

岡本 梨奈 著  新星出版社 911.1 

 

今月号のテーマは [ 鳥 ] です。 



開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

午後のキネマ 

   

 

 

 

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 

2 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  

2020 年 2・3 月号 No.113 

2020 年 2 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

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。 

３月 

69 分 

3 月 4 日 ・ １８日 

 

90 分 

おはなし会 

日時   2 月 8 日（土）  午後 2 時から 

日時   3 月 21 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 

「ノッティングヒルの恋人」 １24 分 

ジュリア・ロバーツ 主演 

ロジャー・ミッシェル 監督 

リチャード・カーティス 脚本 1999 年作品 

日時 2 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。 

「私のあしながおじさん」 

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 

お問い合わせ 

「日本の昔ばなし  鶴の恩返しほか」 

 

２月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

開催：3 月 28 日（土）  

出演：おはなしの会「ルピナス」 

人形劇団「ひまわり」 

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 80 名まで 

 

人形劇＆おはなし会コラボイベント 

＊３月のみ第３土曜日 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 業界別!AI活用地図 本橋 洋介 翔泳社 007.1

図書館サービス 図書館のための災害復興法学入門 岡本 正 樹村房 015

読書指導 はじめよう!ブックコミュニケーション 村中 李衣/他 金子書房 019.2

出版社 古くてあたらしい仕事 島田 潤一郎 新潮社 023

心霊研究 かみさまは中学1年生 すみれ サンマーク出版 147

人生訓 人生は、「手」で変わる。 小林 照子 朝日新聞出版 159

歴史 「お水取り」を巡る歴史 松本 昭 アールズ出版 188.3

仏教 はい、さようなら。 瀬戸内 寂聴 光文社 188.4

食文化 ローマ教皇食の旅 中村 玲子 KADOKAWA 198.2

赤穂義士 東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑 山本 博文/監修 二見書房 210.5

歴史 持統天皇 瀧浪 貞子 中央公論新社 288.4

伝記 あたいと他の愛 もちぎ 文藝春秋 289.1モチ

地名 教養としての「国名の正体」 藤井 青銅 柏書房 290.1

紀行 日本全国2万3997.8キロ イラストルポ乗り歩き 安藤 昌季 天夢人 291.0

パレスチナ問題 パレスチナを生きる 渡辺 丘 朝日新聞出版 302.2

未来論 2030年の世界地図帳 落合 陽一 SBクリエイティブ 304

問題解決 ミスしても評価が高い人は、何をしているのか? 飯野 謙次 日経BP 336.2

話しかた 稼ぐ話術「すぐできる」コツ 金川 顕教 三笠書房 336.4

日本
英語でガイド!外国人がいちばん不思議に
思う日本のくらし

デイビッド・セイン Jリサーチ出版 361.5

年賀状 後悔しない「年賀状終活」のすすめ 澤岡 詩野 カナリアコミュニケーションズ 367.7

ひきこもり 8050問題 黒川 祥子 集英社 367.7

地域包括ケア 認知症になってもひとりで暮らせる 協同福祉会/編 クリエイツかもがわ 369.2

老人ホーム 老人ホームのお金と探し方 小嶋 勝利/編著 日経BP 369.2

独学 勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田 敦彦 SBクリエイティブ 379.7

年中行事 図解日本人なら知っておきたいしきたり大全 岩下 宣子 講談社 386.1

数学 数と記号のふしぎ 本丸 諒 SBクリエイティブ 410

宇宙論 宇宙は無限か有限か 松原 隆彦 光文社 443.9

鳥類 見たくなる!日本の野鳥420 鳥くん/他 主婦の友社 488.2

糖尿病 糖尿病腎症の毎日ごはん 女子栄養大学出版部 494.9

小児歯科学 0歳からの歯育て 下田 孝義/他 現代書林 497.7

飲酒
肝臓専門医が教える病気になる飲み方、
ならない飲み方

加藤 眞三 ビジネス社 498.3

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2020年2・3月号



料理 親が喜ぶごはんを冷凍で作りましょう 検見崎 聡美/監修・料理 主婦の友社 498.5

建築 にっぽん建築散歩 小林 泰彦 山と溪谷社 523.1

燐 リンのはなし 大竹 久夫 朝倉書店 569.5

ファッション 歩きやすい靴を履いて少ない服でおしゃれする 主婦と生活社 589.2

家庭経済 生活者の金融リテラシー 吉野 直行/監修 朝倉書店 591

洋裁 エコファーで作る 水野 佳子 文化学園文化出版局 593.3

手芸 福を招く干支のお針仕事 日本ヴォーグ社 594

編物 いちばん美しいテープバッグの教科書 Kirarina奈緒子 講談社 594.3

料理 がんばらない料理 たなか れいこ 家の光協会 596

料理 お家(うち)で作る至福の中国料理 黒田 弘 主婦の友社 596.2

料理 ピラフとドリア 坂田 阿希子 立東舎 596.3

菓子 ポルトガル菓子図鑑 ドゥアルテ智子 誠文堂新光社 596.6

育児 子育てを元気にする絵本 大豆生田 啓友 エイデル研究所 599.8

農村 中年女子、ひとりで移住してみました 鈴木 みき 平凡社 611.9

飼育 いくつになってもこのコといっしょ 徳田 竜之介/監修 小学館クリエイティブ 645.6

うさぎ よくわかるウサギの食事と栄養 大野 瑞絵 誠文堂新光社 645.8

シルバー産業
超高齢社会の「困った」を減らす
課題解決ビジネスの作り方

斉藤 徹 翔泳社 673.9

浮世絵 ゆかいな浮世絵 狩野 博幸/監修 河出書房新社 721.8

水墨画 現代感覚で描く水墨画の教科書 伊藤 昌/他 日貿出版社 724.1

動物画 野生動物の描き方 ティム・ポンド ホビージャパン 724.5

折紙 あっぱれ折り紙 フチモト ムネジ エムディエヌコーポレーション 754.9

作曲 いちばんやさしい「プロファイル式」作曲入門 折笠 雅美/監修 メイツ出版 761.8

管弦楽 世界のコンサートマスターは語る 音楽の友/編 音楽之友社 764.3

アニメ評論 ミヤザキワールド スーザン・ネイピア 早川書房 778.7

障害者スポーツ パラスポーツ・ボランティア入門 松尾 哲矢/他編 旬報社 780.1

バスケットボール 身長差で負けないバスケットボール勝利術 金子 寛治 実業之日本社 783.1

卓球 卓球サーブ完全バイブル 新井 卓将/監修 実業之日本社 783.6

野外活動 野食ハンターの七転八倒日記 茸本 朗 平凡社 786

太極拳 太極拳で100歳まで健やかに美しく生きる 楊 慧 山と溪谷社 789.2

日本語 知っておくと役立つ街の変な日本語 飯間 浩明 朝日新聞出版 810.4

擬声語 ONOMATOPE 小野 正弘/監修 ナツメ社 810.7

当て字 あて字の素姓 田島 優 風媒社 811.2

アラビア語 ニューエクスプレスプラス エジプトアラビア語 長渡 陽一 白水社 829.7

英文法 英文法の鬼100則 時吉 秀弥 明日香出版社 835

英語 英語でガイドする日本 松本 美江 ジャパンタイムズ出版 837.8

人生 人生ムダなことはひとつもなかった 橋田 壽賀子 大和書房 912.7

紀行 にっぽん聖地巡拝の旅 あずま下り編 玉岡 かおる 大法輪閣 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 派遣社員あすみの家計簿 青木 祐子 小学館 B Fアオ

文庫 わるじい慈剣帖　1 風野 真知雄 双葉社 B Fカゼ

文庫 太陽のシズク 三田 千恵 新潮社 B Fサン

文庫 紙の罠 都筑 道夫 筑摩書房 B Fツズ

文庫 アカツキのGメン 横関 大 双葉社 B Fヨコ

文庫 宙(そら)を数える オキシ タケヒコ/他 東京創元社 B F

文庫 量子魔術師 デレク・クンスケン 早川書房 B 933

文庫 パリのアパルトマン ギヨーム・ミュッソ 集英社 B 953.7

エッセイ 大人のカタチを語ろう。 伊集院 静 集英社 Eイジ

エッセイ 着物憑き 加門 七海 集英社 Eカモ

エッセイ 小さいコトが気になります 益田 ミリ 筑摩書房 Eマス

エッセイ アンチ整理術 森 博嗣 日本実業出版社 Eモリ

小説 グッドバイ 朝井 まかて 朝日新聞出版 Fアサ

小説 信長、天が誅する 天野 純希 幻冬舎 Fアマ

小説 あたしたち、海へ 井上 荒野 新潮社 Fイノ

小説 間宵の母 歌野 晶午 双葉社 Fウタ

小説 まち 小野寺 史宜 祥伝社 Fオノ

小説 歩道橋シネマ 恩田 陸 新潮社 Fオン

小説 私に似ていない彼女 加藤 千恵 ポプラ社 Fカト

小説 深淵の怪物 木江 恭 双葉社 Fキノ

小説 檸檬の棘 黒木 渚 講談社 Fクロ

小説 未練 佐藤 洋二郎 ワック Fサト

小説 犯人は、あなたです 新堂 冬樹 河出書房新社 Fシン

小説 里奈の物語 鈴木 大介 文藝春秋 Fスズ

小説 大天使はミモザの香り 高野 史緒 講談社 Fタカ

小説 卒業タイムリミット 辻堂 ゆめ 双葉社 Fツジ

小説 オーラリメイカー 春暮 康一 早川書房 Fハル

小説 サイレント・ブルー 樋口 明雄 光文社 Fヒグ

小説 月の落とし子 穂波 了 早川書房 Fホナ

小説 坂の上の赤い屋根 真梨 幸子 徳間書店 Fマリ

小説 できない相談 森 絵都 筑摩書房 Fモリ

小説 後家殺し 山本 一力 小学館 Fヤマ

外国文学 中央駅 キム ヘジン 彩流社 929.1

外国文学 本当の人生 アドリーヌ・デュドネ 東京創元社 953.7

外国文学 靴ひも ドメニコ・スタルノーネ 新潮社 973

小説・エッセイ
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ないよう タイトル かいたひと しゅっぱんしゃ ぶんるい

いきかた 小学校では学べない一生役立つ時間の使い方 齋藤 孝 KADOKAWA 159

ちり 常識なのに!大人も答えられない都道府県のギモン 村瀬 哲史 宝島社 291

じんけん 主人公はきみだ 中山 千夏 出版ワークス 316

おかね 10歳から知っておきたいお金の心得 八木 陽子/監修 えほんの杜 330

ノーベルしょう ノーベル賞とアルフレッド・ノーベル こどもくらぶ/編 岩崎書店 377

しょくぶつ 食虫植物のわな 木谷 美咲 偕成社 471

はつめい そこが知りたい!発明と特許　1 こどもくらぶ/編 筑摩書房 507

かいようおせん プラスチック・スープの地球 ミヒル・ロスカム・アビング ポプラ社 519

りょうり 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西 恵里子 新日本出版社 596

びじゅつ 北斎と広重 金子 信久/監修 東京美術 721

しょくじ 「いただきます」を考える 生源寺 眞一 少年写真新聞社 611

こうさく 作って遊ぶ!忍者になるおもちゃ図鑑 木村 研 講談社ビーシー 750

あんごう 暗号・探偵 東京書店 798

マーク マークの図鑑 児山 啓一/監修 小学館 801

えいご 英語、苦手かも…?と思ったときに読む本 デイビッド・セイン 河出書房新社 830

おはなし 一富士茄子牛焦げルギー たなか しん BL出版 913

おはなし ウサギのトリン 高畠 じゅん子 小峰書店 913

おはなし カラスてんぐのジェットくん 富安 陽子 理論社 913

おはなし となりのアブダラくん 黒川 裕子 講談社 913

おはなし はじめまして、茶道部! 服部 千春 出版ワークス 913

おはなし 湊町の寅吉 藤村 沙希 学研プラス 913

おはなし うちの弟、どうしたらいい? エリナー・クライマー 岩波書店 933

おはなし 希望の図書館 リサ・クライン・ランサム ポプラ社 933

おはなし スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ あすなろ書房 933

おはなし ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー 偕成社 933

おはなし 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ 小学館 973

えほん いぬのサビシー サンディ・ファッセル 光村教育図書

えほん カケ・マケちゃんとかたづけエルフ リナ・ジュタウテ 世界文化社

えほん きょうりゅうワンダーランド アニェーゼ・バルッツィ 小学館

えほん しっぽしっぽだーれ? 穂高 順也 岩崎書店

えほん たまたまたまご 内田 麟太郎 文研出版

えほん 父さんがかえる日まで モーリス・センダック 偕成社

えほん ネコのみち うちむら たかし クレヨンハウス

えほん ビーナスとセリーナ リサ・ランサム 西村書店

えほん ママは100めんそう パク スヨン 光村教育図書

えほん もぐらのほったふかい井戸 安房 直子 金の星社

えほん もし地球に植物がなかったら? きねふち なつみ あすなろ書房


