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図書館だより いずみさの 

 

 
新型コロナウイルスの影響により、開館日・開館時間の変更やイベ

ント等を中止する場合があります。その場合は、ホームページ等で

お知らせいたします。 

図書館からのお知らせ

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為に、泉佐野市立図書館全館で、館内閲覧

用のイス・ソファー等の撤去を行っております。 

おはなし室などは使用できない状態になっており、皆様にはご迷惑をおかけしま

すが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

※入館の際には皆様にもマスクの着用をお願いしており、スタッフも感染防止

の為に“マスク”を着用しております。ご了承ください。 

 

書籍消毒機「ハッピークリーン」 

 

書籍消毒機「ハッピークリーン」をご存じですか？ 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館のカウンター

付近に設置しています。 

強い紫外線と送風で、本や絵本に付いた埃やウイルスなど、

目に見えない気になるものを落とします。本をセットして 

ボタンを押すと、約 30秒程度で殺菌・消毒ができます。 

誰でも無料でお使いいただけますので、貸出をした本やこれ

から読まれる本、お子さんが手にふれる絵本などにお気軽に 

お使いください！ 

操作方法などは、お気軽に図書館員にお尋ねください。 

皆様のご利用をお待ちしております。 



泉佐野市立図書館にない本は、「リクエスト」をすることができます。図書館のカウンターに

「予約（リクエスト）申込書」を書いてお持ちください。 

泉佐野市立図書館では「リクエスト」の本を他の図書館が持っているかどうかを調べ、貸出を

依頼する「相互貸借（そうごたいしゃく）」を行っています。 

大阪府では、大阪府立中央図書館を拠点に、大阪府内の図書館をつなぐ「相互貸借ネット 

ワーク」があり、週に一度、大阪府内の各図書館を定期連絡便が回っています。そのため泉佐野

市立図書館にない本が大阪府内の他の図書館にある場合、簡単な手続きで本を取り寄せること

ができます。（ただし出版から一定期間経過した本に限ります。またその期間は図書館により異

なります）もちろん、他の図書館から依頼があった時は、泉佐野市立図書館も他の図書館に向け

て本の貸出を行っています。 

ご注意ください。 

 ※予約・リクエストは、泉佐野市内にお住まいの方のみの受付です。 

※出版直後の資料・ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤなど視聴覚資料・館外持ち出し禁止の資料・す

でに泉佐野市立図書館で所蔵している資料の取寄せはできません。 

また、雑誌・コミックエッセイは取寄せができないことがあります。 

※取寄せた資料によっては、貸出期限が通常より短くなってしまうことがあります。 

また、取り寄せた資料の貸出延長や、続けて同じ資料を予約することはできません。 

※申込み先の図書館の利用状況によっては、資料の取寄せに時間がかかります。 

受取の日時や、取寄せる図書館を指定することは出来ませんので、ご注意ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉佐野市立図書館にない本が読みたい！ 

 

相互貸借の流れ 

 
泉佐野市立図書館 

所蔵を確認し、 

条件の合う図書

館に貸出を依頼 

読みたい本が図書館にない時は、 

「予約（リクエスト）申込書」に記入し、

カウンターで申し込んでください。 

泉佐野市立図書館で貸出できる 

ようにしてから、お渡しします。 

到着！ 

大阪府内の図書館 

貸出は所蔵する図書館の利用者が 

優先なので、長くお待たせしてし

まうこともあります。 

貸出ＯＫ！ 

大阪府立中央図書館 

本は一度大阪府立中央図書館に集め

られ、週に１度の連絡便で泉佐野に

配送されます。 

※大阪府内の図書館にある本は、一括検索ができます。 

大阪府立図書館の H P
ホームページ

から“横断検索”をクリック 

https://www.library.pref.osaka.jp/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

ほたるとばらの花 関 英雄 ひかりのくに 低学年向け 

庭に咲く花えほん 前田 まゆみ あすなろ書房 低学年向け 

ペパーミントの小さな魔法 あんびる やすこ ポプラ社 中学年向け 

3 日で咲く花 日本児童文学者協会 編 偕成社 高学年向け 

メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート KADOKAWA 高学年向け 

村上 しいこ 作 講談社     

 日曜日の朝、菜乃は妖精チョコットに頼まれて、おうちの花屋さんのお手伝いをする

ことに。おとうさんと一緒にお花の配達に行くと、そこには友達のかなちゃんがいて…。 

 花屋さんのお仕事にくわしくなれる「まめちしき」つきです。 

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。 

“絶対に休めない”医師が行っている健康法を紹介します。食事術や効果

的な運動法、やってはいけないマスクの使い方など・・。 

体調管理が気になる今こそ、取り入れてみませんか？ 

 

「私たちの望むものは」 

小手鞠 るい 著 河出書房新社 F コデ 

「千両みかん」 

野村 たかあき 文・絵  教育画劇 えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校中学年向け） 

亡くなった美しい叔母・千波留の謎めいた人生には、秘められたたった一つ

の恋があった・・。 

感涙必至、著者 7 年ぶりの恋愛小説。 

寝こんだ若旦那が忘れられないもの。それは、みかん！ 

おやすい御用とうけあった番頭さんでしたが、季節は夏。 

お値段なんと千両！困った番頭さんは・・ 

菜乃のポケット 

      

 

「絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理」 

大谷 義夫 著 日経 BP 498.3 

 

今月号のテーマは [ はな ] 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 

 

 

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 6・7 月号 No.115 

2020 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.city.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 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。 

７月 

7 月 1 日 ・ 15 日 

 

46 分 

おはなし会 

日時   7 月 11 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 

「 レナードの朝 」 120 分 

 ロバート・デニーロ 主演 

 ペニー・マーシャル 監督 

日時 6 月 27 日（土）午後１時 30 分から 

申込み不要・会場の都合により４0 名まで 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

日曜・祝日おはなし会 

「 学校の怪談 戦慄の校外編 」 

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 

６月 

６月の子どもシアターは 

中止となりました 

６月のおはなし会は中止となりました ６月の日曜・祝日おはなし会は

中止となりました 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

プレゼンテーション できる研究者のプレゼン術 ジョナサン・シュワビッシュ 講談社 002.7

情報科学 未来をつくる言葉 ドミニク・チェン 新潮社 007.0

情報と社会
新しい世界を生きるためのサイバー社会
用語集

一田 和樹/他 原書房 007.3

心理学 図解使える心理学大全 植木 理恵 KADOKAWA 140

心霊研究 亡くなった人と話しませんか サトミ 幻冬舎 147.3

姓名判断 得する「なまえ」×損する「なまえ」 山本 若世 WAVE出版 148.3

人生訓 書いて、捨てる! 筆子 大和出版 159

神話 世界の神様解剖図鑑 平藤 喜久子 エクスナレッジ 164

仏教 怖い仏教 平野 純 小学館 180.4

歴史 律令国家と隋唐文明 大津 透 岩波書店 210.3

王室 ヘンリー王子とメーガン妃 亀甲 博行 文藝春秋 288.4

伝記 悪漢(ワル)の流儀 許 永中 宝島社 289.2ｷﾖ

城下町 地図でみる城下町 野間 晴雄/他編 海青社 291.0

紀行 k.m.p.の、香港・マカオぐるぐる。 k.m.p. 東京書籍 292.2

コミュニズム みんなのコミュニズム ビニ・アダムザック 堀之内出版 309.3

危機管理 インターネット・SNSトラブルの法務対応 深澤 諭史 中央経済社 336

話し方 10歳でもわかる伝え方の授業 苅野 進 WAVE出版 336.4

電子決済 キャッシュレス生活、1年やってみた 美崎 栄一郎 祥伝社 338

資産形成
iDeCo & つみたてNISAで安心老後をつ
くろう

日本経済新聞
出版社/編

日本経済新聞出版社 338.8

住宅問題 暮らしとこころに風を入れる「家開き」術 池上 裕子 原書房 365.3

女性問題
上野先生、フェミニズムについてゼロか
ら教えてください!

上野 千鶴子/他 大和書房 367.1

高齢者福祉 高齢者のレクリエーション&健康ゲーム 原田 律子 いかだ社 369.2

防災 ハザードマップで防災まちづくり 片田 敏孝 東京法令出版 369.3

不登校
子どもが学校に行きたくないと言ったら
読む本

菅野 純/監修 主婦の友社 371.4

ワークショップ 今日から使えるワークショップのアイデア帳 ワークショップ探検部 翔泳社 379.6

家庭教育 おうちでほぼバイリンガルの育て方 主婦の友社/編 主婦の友社 379.9

アイヌ カムイの世界 堀内 みさ 新潮社 382.1

科学 科学の最前線を切りひらく! 川端 裕人 筑摩書房 404

物理学 時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 吉田 伸夫 講談社 421

花 花と昆虫のしたたかで素敵な関係 石井 博 ベレ出版 471.3

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2020年6・7月号



医学 7か国語対応イラスト会話・単語帳 宮川 真奈美/編集 学研メディカル秀潤社 490.7

細胞学 人工培養された脳は「誰」なのか フィリップ・ボール 原書房 491.1

PTSD 心の傷を癒すということ 安 克昌 作品社 493.7

癌 がんでも歩こう! 大島 和也/他編著 日経メディカル開発 494.5

排尿障害 骨盤底筋の使い方 前田 慶明 池田書店 495.4

いびき
睡眠専門医が考案したいびきを自分で治
す方法

白濱 龍太郎 アスコム 496.8

小児歯科学 しあわせ歯ならびのつくり方 浅川 幸子 時事通信出版局 497.7

清掃事業 清掃は「いのち」を守る仕事です。 松本 忠男 辰巳出版 498.1

健康法 新聞紙体操 林 泰史 ワニブックス 498.3

地球温暖化 地球に住めなくなる日 デイビッド・ウォレス・ウェルズ NHK出版 519

住宅建築 直しながら住む家 小川 奈緒 パイインターナショナル 527

菓子 懐かしいお菓子 伴田 良輔/他 新潮社 588.3

家庭経済 夫婦1年目のお金の教科書 坂下 仁 ダイヤモンド社 591

洋裁 作ってみませんか新しい服 茅木 真知子 文化学園文化出版局 593.3

化粧 世界一わかりやすいメイクの教科書 長井 かおり 講談社 595.5

料理
3000日以上、毎日スープを作り続けた有
賀さんのがんばらないのにおいしいスープ

有賀 薫 文響社 596

料理 いつも卵があるといい 堤 人美 グラフィック社 596.3

料理 藤井弁当 藤井 恵 学研プラス 596.4

菓子 作ってあげたい子どものおやつ 桑原 奈津子 KADOKAWA 596.6

家庭菜園 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 木嶋 利男 家の光協会 626.9

栽培 もっと咲かせる園芸「コツ」の科学 上田 善弘 講談社 627

培養技術 クリーンミート ポール・シャピロ 日経BP 648.2

樹木 縁起のよい樹と日本人 有岡 利幸 八坂書房 653.2

案内業 派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村 達 三五館シンシャ 689.6

仏像 京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう 福岡 秀樹 メイツユニバーサルコンテンツ 718

絵画 名画で味わうギリシャ神話の世界 有地 京子 大修館書店 723.3

書道 知っておきたい!手書きの常識 平形 精逸 東京書籍 728

写真 人生を1冊でふりかえる手作りアルバム 藤井 千代江 青春出版社 744.9

役者 役者ほど素敵な商売はない 市村 正親 新潮社 772.1

山小屋 北岳山小屋物語 樋口 明雄 山と溪谷社 786.1

釣り 釣れる怪魚図鑑完全ガイド 小塚 拓矢/編 笠倉出版社 787.1

朗読法
話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日
1分朗読

魚住 りえ 東洋経済新報社 809.4

作家 誰も見ていない書斎の松本清張 櫻井 秀勲 きずな出版 910.2

俳句 春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季/監修 成美堂出版 911.3

古事記 面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎 晋 PHPエディターズ・グループ 913.2



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 小田嶋隆のコラムの切り口 小田嶋 隆 ミシマ社 B Eオダ

文庫 ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂 パトリシア KADOKAWA B Fアカ

文庫 プリズン・ドクター 岩井 圭也 幻冬舎 B Fイワ

文庫 おやこ 池波 正太郎 朝日新聞出版 B F

文庫 カメレオンの影 ミネット・ウォルターズ 東京創元社 B 933

文庫 もし今夜ぼくが死んだら、 アリソン・ゲイリン 早川書房 B 933

文庫 隠れ家の女 ダン・フェスパーマン 集英社 B 933

エッセイ 草むらにハイヒール 小倉 千加子 いそっぷ社 Eオグ

エッセイ 「好き」の因数分解 最果 タヒ リトルモア Eサイ

エッセイ 夜明けのM 林 真理子 文藝春秋 Eハヤ

エッセイ いつでも母と 山口 恵以子 小学館 Eヤマ

小説 花嫁は三度ベルを鳴らす 赤川 次郎 実業之日本社 Fアカ

小説 茶聖 伊東 潤 幻冬舎 Fイト

小説 よその島 井上 荒野 中央公論新社 Fイノ

小説 しゃもぬまの島 上畠 菜緒 集英社 Fウエ

小説 楡の墓 浮穴 みみ 双葉社 Fウキ

小説 罪人の選択 貴志 祐介 文藝春秋 Fキシ

小説 たおやかに輪をえがいて 窪 美澄 中央公論新社 Fクボ

小説 言の葉は、残りて 佐藤 雫 集英社 Fサト

小説 鬼棲むところ 朱川 湊人 光文社 Fシユ

小説 三兄弟の僕らは 小路 幸也 PHP研究所 Fシヨ

小説 約束の果て 高丘 哲次 新潮社 Fタカ

小説 図書室のバシラドール 竹内 真 双葉社 Fタケ

小説 透明な夜の香り 千早 茜 集英社 Fチハ

小説 バスへ誘う男 西村 健 実業之日本社 Fニシ

小説 できない男 額賀 澪 集英社 Fヌカ

小説 <あの絵>のまえで 原田 マハ 幻冬舎 Fハラ

小説 ピエタとトランジ 藤野 可織 講談社 Fフジ

小説 天下取 村木 嵐 光文社 Fムラ

小説 愚か者の城 矢野 隆 KADOKAWA Fヤノ

小説 小鳥、来る 山下 澄人 中央公論新社 Fヤマ

小説 誘拐屋のエチケット 横関 大 講談社 Fヨコ

外国文学 保健室のアン・ウニョン先生 チョン セラン 亜紀書房 929.1

外国文学 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え ジェスミン・ウォード 作品社 933

外国文学 ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ 早川書房 933

小説・エッセイ
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児童書

ないよう ぶんるい

なぞなぞ あたまがよくなる!!なぞなぞ島 瀧 靖之/監修 成美堂出版 031

けいかく 夢をかなえる時間の使い方BOOK 高取 しづか/監修 新星出版社 159

れきし 世界の歴史大年表 定延 由紀/他訳 創元社 209

おかね モノのねだん事典 大澤 裕司 ポプラ社 337

こんちゅう ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて 内山 昭一/監修 文研出版 383

しんかい ビックリ!深海 しおうら しんたろう ポトス出版 452

いきもの 夜のいきもの図鑑 今泉 忠明/監修 主婦の友社 480

たまご たまごの図鑑 大木 邦彦 あかね書房 481

におい くさい! クライヴ・ギフォード 河出書房新社 491

かんきょう 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ さ・え・ら書房 519

パン ふかふかパンのひみつ ひさかたチャイルド 596

ネコ ドラえもん探究ワールドネコの不思議 藤子・F・不二雄 小学館 645

イラスト
ぜったいかわいい!まんがの描きかた★
レッスン

キラかわ☆まんが
研究部

ナツメ社 726

リレー 男子陸上400メートルリレー 満薗 文博/編 汐文社 782

やきゅう はじめての少年野球 JBS武蔵/監修 成美堂出版 783

にんじゃ 忍者 学研プラス 789

にほんご ドラえもん探究ワールド日本語のひみつ 藤子・F・不二雄 小学館 810

おはなし オオカミの時間 三田村 信行 理論社 913

おはなし ちょきんばこのたびやすみ 村上 しいこ PHP研究所 913

おはなし トラブル旅行社(トラベル) 廣嶋 玲子 金の星社 913

おはなし 本能寺の敵 加部 鈴子 くもん出版 913

おはなし 窓 小手鞠 るい 小学館 913

おはなし みつきの雪 眞島 めいり 講談社 913

おはなし レッツはおなか ひこ・田中 講談社 913

おはなし ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン・シュルツ 徳間書店 943

えほん あかちゃんあかちゃん おおい じゅんこ ハッピーオウル社

えほん エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール 偕成社

えほん えんまだいおうごいっこう 中尾 昌稔 イースト・プレス

えほん おいらとぼく 長田 真作 文化学園文化出版局

えほん おとなりさん 木坂 涼 講談社

えほん きょうりゅうたちのおーっとあぶない ジェイン・ヨーレン 小峰書店

えほん たったひとりのあなたへ エイミー・リード 光村教育図書

えほん テツコ・プー 児島 なおみ 偕成社

えほん とりあえずありがとう 五味 太郎 絵本館

えほん はっけよーい ケロポンズ ポプラ社

えほん バレエのおけいこ 石津 ちひろ ブロンズ新社


