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図書館だより いずみさの 

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  

図書館で貸出が多かった本を集めてみました。 

あの時に読んでみたかった本や、今もう一度読ん

でみたい本などを探してみよう。 

新たな発見があるかも！ 

長南公民館図書室 

2 月 22 日「猫の日」はご存じでしょうか。

猫がお好きな方もそうでない方にも猫ってど

んな動物なんだろう？と興味を持っていただ

けるような本を紹介します。 

「よく読まれた本たち」 「ネコ ねこ 猫」 

図書館からのお知らせ

泉佐野駅に予約資料受取ロッカーを設置 

泉佐野駅の切符売り場付近に、図書館の予約資料を受け取れるロッカーを設置しました。 

図書館で予約した資料が、泉佐野駅の開いている時間であればいつでもロッカーから受け取れます。 

皆さまのご利用をお待ちしております。 

詳しい利用方法については、図書館の 

ホームページをご覧ください。 

 

図書館 Web サイト  

http://library.city.izumisano.lg.jp 

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 

佐野公民館図書室 

「ドラマ・映画の原作小説」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「知っていますか？「LGBTQ」」 

・絵本ワゴン 

「十二支にでてくる生き物の絵本」 

「せいかつえほん」 

北部公民館図書室 

「歴史をたどる」 

日根野民館図書室 

「いつか行きたい！すてきな場所」 

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。 

おはなし会コラボイベント 
 
子どもが大好きな、絵本の読み聞かせと人形劇が一緒にお楽しみいただけます。紙芝居

やパネルシアターもあります。大人も大歓迎です。 

おはなしの世界を楽しんでください。 

 
日 時 3 月 2７日（土） 午後 2 時から 3 時まで（開場 午後 1 時 45 分から） 

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 

対 象 どなたでも 

出 演 おはなしの会「ルピナス」、人形劇団「ひまわり」 

定 員 30 名（先着順） 

受 付 3 月 9 日（火）午前 9 時 30 分から電話で受付 

※先着順。定員になり次第終了 

入場無料 

 

図書館バックヤードツアー 

普段は見ることができない、図書館の裏側をのぞいてみませんか？ 

書庫や移動図書館いちょう号の車庫などへご案内します。 

体験コーナーもご用意しています！ 

 日 時 2 月 21 日（日）  

① 午前の部（子ども向け） 午前 10 時～11 時…小学生（保護者同伴 1 名のみ可） 

② 午後の部（大人向け）  午後 2 時～3時…中学生以上 

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 

持ち物 手拭き用タオル（午前の部のみ） 

定 員 各回 5 名（同伴者含む・先着順） 

受 付 2 月 9 日（火）午前 9 時 30 分から電話又は窓口で受付 

参加無料

マスクの着用をお願いいたします 

マスクの着用をお願いいたします 

イベントの申込み・問合先 レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

             電話 072-469-7130 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

ぶーちゃんのもやもや まつざわ ありさ 絵本塾出版 低学年向け 

いい夢ひとつおあずかり 小松原 宏子 くもん出版 中学年向け 

オバケに夢を食べられる!? 富安 陽子 ポプラ社 中学年向け 

星とトランペット 竹下 文子 ブッキング 高学年向け 

オ・ヤサシ巨人 BFG ロアルド・ダール 評論社 高学年向け 

      

空で、海で、森で、草原で…さまざまな場所で、動物たちがいろいろな夢を見て気

持ちよさそうに眠っています。みんなどんな夢をみているのでしょうか？ 

眠るのがちょっと楽しみになる絵本です。 

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。 

弁当の日とは、香川県の小学校から始まった、子どもが親の力を借りずに弁当

を作って学校へ持ってくる日のこと。自称“だめだめ母ちゃん”の作者がこの 

取り組みを通して変わる子どもたちや親、先生を体当たりで取材した記録です。 

「私を月に連れてって」 

鈴木 るりか  著  小学館 F スズ 

「くらやみきんしの国」 

エミリー・ハワース=ブース さく  あかね書房 えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

 

くらやみがこわい男の子が大きくなり、王さまになりました。大臣たちと 

協力してくらやみの悪いうわさを流し、国民にくらやみを悪いものだと思わせ 

くらやみをなくそうとしますが…。大切なことを教えてくれるえほんです。 

ゆめみるどうぶつたち 

      

 

「子どもが作る弁当の日 「めんどくさい」は幸せへの近道」 

城戸 久枝 著  文藝春秋 374.9 

 

今月号のテーマは [ ゆめ ] です。 

イザベル・シムレール文・絵 岩波書店 

現役高校生作家による「さよなら、田中さん」「太陽はひとりぼっち」の続編

です。今作は「月」をテーマに、中学２年生になった主人公と少しクセのある

まわりの人々のその後の物語が３編収録されています。作者による人間賛歌を

堪能できる一冊です。 

 



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 3 日 ・ 17 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  

2021 年 2・3 月号 No.119 

2021 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.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 

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 

50 分 

3 月 3 日 ・ 17 日 

 

90 分 

おはなし会 

日時  2 月 13 日（土）  午後 2 時から 

日時  3 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 

「 最高のふたり 」 83 分 

 ロバート・カーライル 主演 

 ケニー・グレナーン  監督 

日時 2 月 20 日（土）午後１時 30 分から 

申込み不要・会場の都合により 30 名まで 

 

は北部公民館図書室の休館日となります。 

「 愛少女ポリアンナ物語 」 

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 

「 くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ 

セレスティーヌの星 」 

2 月 

お知らせ 

当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大 

防止策として、 

【土曜子どもシアター】 

【午後のキネマ】 

【おはなし会】 

にご入場の際、連絡先をお伺いします。 

小学生以上の方はマスクの着用をお願いします。

ご協力をお願いいたします。 

 

ご協力をお願いいたします。 

 

 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

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



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

人工知能 60分でわかる!AIビジネス最前線 AIビジネス研究会 技術評論社 007.1

情報 デジタル化する新興国 伊藤 亜聖 中央公論新社 007.3

図書 小学校学年別知識読みもの240 福岡 淳子/他編 少年写真新聞社 019.5

心理学 本心は顔より声に出る 重野 純 新曜社 141.2

人生訓 渋沢栄一「生き方」を磨く 渋沢 栄一 三笠書房 159

人生訓 死ぬまで上機嫌。 弘兼 憲史 ダイヤモンド社 159.7

神話 旅する神々 神崎 宣武 KADOKAWA 172

歎異抄 歎異抄救いのことば 釈 徹宗 文藝春秋 188.7

西洋史 「聖女」の誕生 三浦 麻美 八坂書房 198.2

世界史 海から見た歴史 川勝 平太/編 藤原書店 209

遺跡 検証奈良の古代仏教遺跡 小笠原 好彦 吉川弘文館 216.5

三国志 ざんねんな三国志 真山 知幸 一迅社 222.0

ロシア史 一冊でわかるロシア史 関 眞興 河出書房新社 238

エジプト 古代エジプト解剖図鑑 近藤 二郎 エクスナレッジ 242.0

紀行 たずねる・わかる聖徳太子 古谷 正覚/他 淡交社 288.4

紀行 あの場所の意外な起源 トラビス・エルボラフ/他
日経ナショナル
ジオグラフィック社 290.9

紀行 考えごとしたい旅フィンランドとシナモンロール 益田 ミリ 幻冬舎 293.8

国際交流 国際文化交流を実践する 国際交流基金/編 白水社 319.0

出入国管理 ルポ入管 平野 雄吾 筑摩書房 329.9

SDGs SDGs 南 博/他 岩波書店 333.8

金融政策 ドキュメント日銀漂流 西野 智彦 岩波書店 338.3

社会階層 アンダークラス2030 橋本 健二 毎日新聞出版 361.8

高齢者 ひとりで老いるということ 松原 惇子 SBクリエイティブ 367.7

介護福祉 ヤングケアラーわたしの語り 澁谷 智子/編 生活書院 369

難民 マララが見た世界 マララ・ユスフザイ 潮出版社 369.3

里親 里親になりませんか 吉田 菜穂子 日本法令 369.4

保育 元気モリモリ森麻美の運動あそび 森 麻美 鈴木出版 376.1

就職 わが子が就活を始めるときに読む本 渡部 幸 KADOKAWA 377.9

家庭教育 子どもをキッチンに入れよう! 藤野 恵美 ポプラ社 379.9

年中行事 にほんの行事と四季のしつらい 広田 千悦子 世界文化社 386.1

伝説 京都・妖怪三十六景 山田 彊一 ワイズ出版 388.1

科学 たのしく学べる理科・科学 Sarah Khan オーム社 407

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年2・3月号



オーロラ 日本に現れたオーロラの謎 片岡 龍峰 化学同人 451.7

細胞学 細胞とはなんだろう 武村 政春 講談社 463

環境 「池の水」抜くのは誰のため? 小坪 遊 新潮社 480.9

くも 世界のクモ ノーマン・I.プラトニック/編 グラフィック社 485.7

医療 患者の話は医師にどう聞こえるのか ダニエル・オーフリ みすず書房 490.1

針灸 本を気持ちよく読めるからだになるための本 松波 太郎 晶文社 492.7

認知症 イラストでわかるせん妄・認知症ケア 川畑 信也 法研 493.7

自閉症 これでわかる自閉スペクトラム症 市川 宏伸/監修 成美堂出版 493.9

歩行 痛くない!疲れない!歩き方の教科書 木寺 英史 朝日新聞出版 498.3

ウイルス ウイルスに強くなる「粘膜免疫力」 溝口 徹 青春出版社 498.5

ウイルス コロナとがん 中川 恵一 海竜社 498.6

地下構造物 アンダーランド ロバート・マクファーレン 早川書房 510

環境 木のストロー 西口 彩乃 扶桑社 519.1

木材 世界で一番やさしい木材 木の研究会 エクスナレッジ 524.2

電気 パワエレ図鑑 森本 雅之 オーム社 549.8

靴 日本懐かしスニーカー大全 佐藤 誠二朗 辰巳出版 589.2

洋裁 男の子にも女の子にも似合う服 高島 まりえ 日本ヴォーグ社 593.3

整理 28文字の片づけ yur.3 主婦の友社 593.5

料理 野菜はあたためて食べる! 堤 人美 新星出版社 596.3

菓子 香り豊かな茶葉でおいしい至福のスイーツ 坂田 阿希子/他 家の光協会 596.6

整理 ジジイの片づけ 沢野 ひとし 集英社クリエイティブ 597.5

豆類 豆の歴史 ナタリー・レイチェル・モリス 原書房 616.7

球根類 きらめくバルバスプランツ 竹田 薫 主婦の友社 627.6

水草 レイアウトに使える水草500種図鑑 高城 邦之 エムピージェー 666.8

地下鉄 世界の地下鉄 日本地下鉄協会/編 ぎょうせい 686.2

美術 美術の経済 小川 敦生 インプレス 706.7

色鉛筆 イロドリアルの超リアルな色鉛筆画 イロドリアル ソーテック社 725.5

書体 時代をひらく書体をつくる。 雪 朱里 グラフィック社 727.8

ピアノ はじめてでも最後まで弾ける大人のピアノ名曲77 丹内 真弓/編 西東社 763.2

歌 日本の流行歌 生明 俊雄 ミネルヴァ書房 767.8

生活 羽田さんに聞いてみた、小さな幸せの見つけ方 羽田 美智子 宝島社 778.8

音声学 コンピューターは人のように話せるか? トレヴァー・コックス 白揚社 801.1

日本語 花咲く大和言葉の森へ 近藤 健二 松柏社 810.2

語彙 言葉が思いつかない人のための「語彙トレ55」 近藤 勝重 大和出版 814

英単語 英単語使い分け図鑑 田畑 あや子 ナツメ社 834

和歌 和歌史 渡部 泰明 KADOKAWA 911.1

季語 わたしの好きな季語 川上 弘美 NHK出版 911.3

紀行 美麗島プリズム紀行 乃南 アサ 集英社 915.6



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 きよのお江戸料理日記 秋川 滝美 アルファポリス B Fアキ

文庫 捕り物に姉が口を出してきます 神楽坂 淳 ポプラ社 B Fカグ

文庫 東京藝大仏さま研究室 樹原 アンミツ 集英社 B Fキハ

文庫 踊る小判 早見 俊 光文社 B Fハヤ

文庫 ハグとナガラ 原田 マハ 文藝春秋 B Fハラ

文庫 ナイト・エージェント マシュー・クワーク ハーパーコリンズ・ジャパン B 933

エッセイ 生きるコツ 姜 尚中 毎日新聞出版 Eカン

エッセイ ガラスの50代 酒井 順子 講談社 Eサカ

エッセイ 何がおかしい 佐藤 愛子 中央公論新社 Eサト

エッセイ 私のテレビ日記 清水 ミチコ 東京ニュース通信社 Eシミ

エッセイ 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重 暁子 河出書房新社 Eシモ

小説 教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼 集英社 Fアイ

小説 夢七日 夜を昼の國 いとう せいこう 文藝春秋 Fイト

小説 もしかしてひょっとして 大崎 梢 光文社 Fオオ

小説 冬の狩人 大沢 在昌 幻冬舎 Fオオ

小説 今夜 小野寺 史宜 新潮社 Fオノ

小説 お龍のいない夜 風野 真知雄 小学館 Fカゼ

小説 悪魔を殺した男 神永 学 講談社 Fカミ

小説 ニッポンチ! 河治 和香 小学館 Fカワ

小説 探偵は友人ではない 川澄 浩平 東京創元社 Fカワ

小説 戀童夢幻 木下 昌輝 新潮社 Fキノ

小説 天涯の海 車 浮代 潮出版社 Fクル

小説 カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮 KADOKAWA Fクロ

小説 いつの空にも星が出ていた 佐藤 多佳子 講談社 Fサト

小説 2020年の恋人たち 島本 理生 中央公論新社 Fシマ

小説 誘拐ファミリー 新堂 冬樹 双葉社 Fシン

小説 化け者心中 蟬谷 めぐ実 KADOKAWA Fセミ

小説 どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地 はるな 双葉社 Fテラ

小説 青春とは、 姫野 カオルコ 文藝春秋 Fヒメ

小説 ぼくもだよ。 平岡 陽明 角川春樹事務所 Fヒラ

小説 屋根の上のおばあちゃん 藤田 芳康 河出書房新社 Fフジ

小説 雪のなまえ 村山 由佳 徳間書店 Fムラ

外国文学 ベレンとルーシエン J.R.R.トールキン 評論社 933

外国文学 ニッケル・ボーイズ コルソン・ホワイトヘッド 早川書房 933

外国文学 海と山のオムレツ カルミネ・アバーテ 新潮社 973

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

インターネット 13歳からの「ネットのルール」 小木曽 健/監修 メイツユニバーサルコンテンツ 007

はくぶつかん 見たい!知りたい!博物館はうら側もすごい! 斎藤 靖二/監修 WAVE出版 069

じんこう 人口減少で日本はどうなる? 河合 雅司 PHP研究所 334

しごと こども手に職図鑑 子供の科学/他編 誠文堂新光社 366

こころ サッコ先生と!からだこころ研究所 高橋 幸子 リトルモア 367

ようかい 会えるかも!?妖怪ずかん よしなが こうたく/他 あかね書房 388

いきもの クジラが歩いていたころ ドゥーガル・ディクソン 化学同人 457

どうぶつ もふかわ★ミニミニ動物 小宮 輝之/監修 学研プラス 480

みじんこ 空を飛ぶミジンコのなぞ 星 輝行/写真・文 少年写真新聞社 485

からだ できるかな?人体おもしろチャレンジ 坂井 建雄/監修 えほんの杜 491

といれ もしもトイレがなかったら 加藤 篤 少年写真新聞社 518

のりもの 鉄道ものしり大百科 「旅と鉄道」編集部/編 天夢人 686

おりがみ おりがみ大全集 主婦の友社/編 主婦の友社 754

たいいく コツがつかめる!体育ずかん 遠山 健太/監修 ほるぷ出版 780

にほんご 日本語オノマトペのえほん 高野 紀子 あすなろ書房 814

おはなし あしたのことば 森 絵都 小峰書店 913

おはなし ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版 913

おはなし ごいっしょさん 松本 聰美 国土社 913

おはなし つっきーとカーコのたからもの おくはら ゆめ 佼成出版社 913

おはなし 星空としょかんへようこそ 小手鞠 るい 小峰書店 913

おはなし メイドイン十四歳 石川 宏千花 講談社 913

おはなし 色どろぼうをさがして エヴァ・ジョゼフコヴィッチ ポプラ社 933

おはなし オール★アメリカン★ボーイズ ジェイソン・レノルズ/他 偕成社 933

おはなし ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン PHP研究所 933

おはなし ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド・ウォリアムズ 小学館 933

えほん あかいてぶくろ いりやま さとし 講談社

えほん おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト 潮出版社

えほん きづいてパンダさん カンタン・グレバン 潮出版社

えほん すっとびこぞう! 大島 妙子 小学館

えほん せきれい丸 たじま ゆきひこ/他 くもん出版

えほん ちくっふわっことばのまほう  岡本 泰弘/監修 少年写真新聞社

えほん なんでもレストラン 鈴木 まもる 文溪堂

えほん 100さいの森 松岡 達英 講談社

えほん ふぶきのみちはふしぎのみち 種村 有希子 アリス館

えほん みそしるをつくる 高山 なおみ ブロンズ新社

えほん ようこそあたらしいともだち リチャード・スキャリー 好学社

えほん わかってるって しもかわら ゆみ イマジネイション・プラス


