
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

編み物特集 

２０２１年１０・１１月号 Ｎｏ.１２３ 

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 

世の中には知らないことや、まだまだ知られてい

ないことがたくさんあります。ちょっとした知識を

増やして、日常を豊かにしよう！ 

北部公民館図書室 

編み物の本を中心に、ふわふわもこもこしたも

のが載っている冬物の手芸の本を集めました。自

分用やプレゼント用に何か作ってみませんか？ 

「知性を磨く」 「編み物特集」 

図書館からのお知らせ

 

 

 

 

 

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。 

洗濯のりとホウ砂を使ってハロウィンカラーのスライムを作ります。 

みんなでグルグルまぜて楽しく作ろう！さあ、みんなでトリック オア トリート！ 

  

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：小学生（保護者の付添い可・小学生だけの参加可） 

定 員：各回先着 5名まで 

持ち物：マスク、飲み物、手拭き用タオル 

受 付：10月 12日（火）午前 9時 30分から電話で受付 

※定員になり次第受付終了 

主催・申込・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 

 

ハロウィンミニ工作会 

※図書館にご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。 

 参加無料 

日 時：10月 24日（日） ①午前 10時～11時 30分（開場 午前 9時 45分） 

②午後  2時～  3時 30分（開場 午後 1時 45分） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館スタッフが絵本の読み聞かせのコツを教えます。 

初めての方、ちょっと気になる方も大歓迎。ぜひご参加ください。 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

 

読み聞かせデビュー 

 

 

図書館 DE ボードゲーム！ 

 
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 28 日（日） 

 

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：各回 12 名（先着順） 

対 象：小学生・中学生（保護者の付き添い可） 

受 付：11 月 9 日（火）午前 9 時 30 分から電話または窓口で受付 

※定員になり次第受付終了 

               

日 時：11 月 17 日（水） 午後 1 時 30 分～3 時（開場 午後 1 時 15 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：10 組（先着順） 

対 象：絵本の読み聞かせに興味がある方（お子様と一緒に参加可） 

※初めての方を対象とするため、 

現在、読み聞かせボランティア等で活動中の方はご遠慮ください。 

受 付：11 月 2 日（火）午前 9 時 30 分から電話または窓口で受付 

※定員になり次第受付終了 

備 考：読み聞かせ用の絵本は図書館で用意しますが、  

読み聞かせしてみたい絵本(0～3 歳向け)があればお持ちください。 

 

 

 

※図書館にご来館の際はマスクの着用をお願いいたします。 

イベントの申込・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 

 

長南公民館図書室 

「おうちでじっくり ご近所てくてく」 
レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・吹き抜け 

「クラシックの旅」 

・絵本ワゴン 

「よるのえほん」 

 

佐野公民館図書室 

「気になる！？なタイトル集めました」 

日根野公民館図書室 

「魅惑のレシピ」 

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。 

参加無料 

参加無料 

① 午前 10 時～12 時（開場 午前 9 時 45 分） 

 
② 午後  2 時～ 4 時（開場 午後 1 時 45 分） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

さあゆけ！ロボット 大石 真 理論社 低学年向け 

AI ロボット、ひと月貸します！ 木内 南緒 岩崎書店 中学年向け 

ロボット魔法部はじめます 中松 まるは あかね書房 中学年向け 

ルヴニール   アンドロイドの歌 春間 美幸 小学館 高学年向け 

野生のロボット ピーター・ブラウン 福音館書店 高学年向け 

 わたり むつこ 作 フレーベル館      

 

 

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。 

“セルフ・コンパッション”とは自分自身を思いやる・ケアするという意

味です。日常生活を送るうえで誰しも大変な時があることでしょう。その様

な時に“セルフ・コンパッション”を科学的証拠に基づく観点から学ぶこと

ができます。 

 
「星のように離れて雨のように散った」 

島本 理生 著  文藝春秋  F シマ 

「オレじてんしゃ!」 

石井 聖岳 作    ほるぷ出版  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

子どもの頃に父親がいなくなったことがきっかけで、自分自身の気持ちを心

の奥底に沈めてきた“春”。そんな“春”が様々な人達と交流し合うことによ

り、自分自身を取り戻していくひと夏の物語となっています。 

じてんしゃには色々なパーツがあります。それぞれのパーツたちが力を合わ

せてどこまでも連れて行ってくれます。時にはびっくりすることもあれば、き

れいな景色を見せてくれることもあります。さあ、じてんしゃをこいで出かけ

てみませんか？ 

 

ふしぎなエレベーター 

      

 

「自分を思いやるレッスン」 

  岸本 早苗 著   大和書房   146.8 

 

 

今月号のテーマは [ ロボット ] です。 

たつおがてんぼうだいをめざしてエレベーターの Z のボタンをおすと、ついたさき

は“ロボットのくに”だった！そのくにのロボットたちにはなやみがあるらしくて…。 

たつおはロボットたちをたすけてあげることができるかな？ 



開館日のおしらせ 

リスのいたずら合戦」 

 

(開場 午後 1 時 45 分) 

(開場 午後 1 時 45 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

10 月 6 日 ・ 20 日 

 

時間：午前 11 時から午前 11 時 30 分まで 

(開場 午前 10 時 45 分) 

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 10・11 月号 No.123 

2021 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 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。 

１１月 

93 分 

11 月 3 日 ・ 17 日 

 

53 分 

おはなし会 

日時   10 月 9 日（土）   午後 2 時から 

日時   11 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 

「ハンサム★スーツ」 

115 分 

 谷原章介 塚地武雅 出演 

 英勉        監督 2008 年作品 

日時 10 月 16 日（土）午後１時 30 分から 

(開場 午後 1 時 10 分) 

 
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。 

日曜・祝日おはなし会 

「チップとデール 

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 

「おじゃる丸  

マロのゆかいな世界」 

１０月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 

 

 

出演：クローバー 

時間：午後 2 時から午後 3 時まで 

(開場 午後 1 時 45 分) 

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 30 名まで 

 

10 月 17 日（日）「おはなし会の玉手箱」 

 

バリアフリー映画上映会 

 

11 月 23 日（火・祝） 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

パソコン できるChromebook 法林 岳之/他 インプレス 007.6

読書 わたしのなつかしい一冊 池澤 夏樹/編 毎日新聞出版 019.9

古書店 ブックセラーズ・ダイアリー ショーン・バイセル 白水社 024.8

博物館 ミュージアムグッズのチカラ 大澤 夏美 国書刊行会 069.0

哲学 使える哲学 荒谷 大輔 講談社 133

親子関係 イラストですぐわかる!息子のトリセツ 黒川 伊保子 扶桑社 143.6

人生訓 今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 樺沢 紫苑 KADOKAWA 159

水中考古学 沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う 山舩 晃太郎 新潮社 202.5

歴史 酔っぱらいが変えた世界史 ブノワ・フランクバルム 原書房 204

歴史 今に息づく江戸時代 大石 学 吉川弘文館 210.5

歴史 地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 後藤 寿一/監修 昭文社 210.6

自伝 線路は続くよどこまでも 山田 千紘 廣済堂出版 289.1ﾔﾏ

漂流記 漂流者は何を食べていたか 椎名 誠 新潮社 290.9

案内記 地図で楽しむ!京都の歴史さんぽ 梅林 秀行/監修 JTBパブリッシング 291.6

中近東 中東・イスラーム世界への30の扉 西尾 哲夫/他 ミネルヴァ書房 292.7

対外関係 日韓関係史 木宮 正史 岩波書店 319.1

不動産登記法 図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本 岡 信太郎 日本実業出版社 324.8

コミュニケーション その気遣い、むしろ無礼になってます! 三上 ナナエ すばる舎 336.4

ビジネスマナー ビジネスマナーの解剖図鑑 北條 久美子 エクスナレッジ 336.4

通貨偽造 ニセ札鑑定人の贋金事件ファイル 吉田 公一 主婦と生活社 337.3

利殖 投資の基本ゆる図鑑 伊藤 亮太/監修 宝島社 338.1

贈与税 お母さんの賢い贈与 黒木会計/編 中央経済社 345.5

日本文化 日本人はなぜ欠けた茶碗を愛でるのか 中山 理 育鵬社 361.5

世代 #若者の本音図鑑 椎名 雄一 学びリンク 361.6

資格 資格取り方選び方全ガイド　2023年版 高橋書店編集部/編 高橋書店 366.2

高齢者 家族に頼らないおひとりさまの終活 奥田 周年/他 ビジネス教育出版社 367.7

貧困 コロナ貧困 藤田 孝典 毎日新聞出版 368.2

障害者福祉 障害をもつ人の生涯学習支援 小林 繁/他編 旬報社 369.2

不登校 生きづらさの生き方ガイド 大橋 史信/他 日本法令 371.4

発達障害 子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野 みや 自由国民社 378.8

年中行事 春夏秋冬ゆる〜く楽しむ和の行事 本間 美加子 海竜社 386.1

民謡 北前船が運んだ民謡文化 三隅 治雄 第三文明社 388.9

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2021年10・11月号



数学 抽象数学の手ざわり 斎藤 毅 岩波書店 410

鉱物 鉱物のある暮らし練習帖 さとう かよこ 廣済堂出版 459

有用植物 食べられる草ハンドブック 森 昭彦 自由国民社 471.9

海獣 海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子 山と溪谷社 489

救急看護 フライトナースの秘密 菱沼 秀一 彩流社 492.9

高尿酸血症 尿酸値リセット 細谷 龍男 文響社 493.1

ワクチン しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰 宗太郎/監修 池田書店 493.8

サウナ サウナを極める。 宝島社 498.3

模型 プラモはじめます! 香坂 きの KADOKAWA 507.9

建築 世界の名建築解剖図鑑 オーウェン・ホプキンス エクスナレッジ 523

設計 階段から考える住宅設計 大塚 篤/他 彰国社 527.2

ロケット 人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉 宏之 インプレス 538.9

ファッション これだけでいい男の服 干場 義雅 ダイヤモンド社 589.2

中高年齢者 60からは喜びはかけ算悲しみは割り算 沖 幸子 世界文化ブックス 590

生活 今日もコーヒーを淹れて。 Mocha KADOKAWA 590.4

洋裁 かわいいかたちの子ども服 栗原 あや 文化学園文化出版局 593.3

刺繡 こころのままに季節を楽しむ紙刺しゅう Piro ブティック社 594.2

編物 かぎ針編みの巾着バッグ&ポーチ アップルミンツ 594.3

料理 お酒とフォークがとまらないアペロとツマミ 渡辺 麻紀 主婦の友社 596

燻製 簡単にはじめる手作り燻製 燻製道士 世界文化ブックス 596.3

掃除 コックローさんのすっきりおそうじ 読書工房 国土社 597.9

ゆず 農家が教えるゆずづくし 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 625.3

観葉植物 観葉植物図鑑 渡辺 均/監修 日本文芸社 627.8

こおろぎ 最強の食材コオロギフードが地球を救う 野地 澄晴 小学館 646.9

鉄道 全国鉄道なるほど雑学 川島 令三 天夢人 686.2

国宝 国宝の地図帳 辰巳出版 709.1

木彫 はしもとみおの木彫り教室 はしもと みお KADOKAWA 713

骨董 骨董市・蚤の市掘り出し物は宝もの 末續 堯 里文出版 756.8

サッカー 蹴日本紀行 宇都宮 徹壱 エクスナレッジ 783.4

登山 テント泊登山の基本テクニック 高橋 庄太郎 山と溪谷社 786.1

釣り 堤防からのルアー釣り ケイエス企画 787.1

剣道 真訳五輪書 宮本 武蔵 PHP研究所 789.3

日本語 国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部 813.1

英語 英語でオノマトペ表現 ルーク・タニクリフ アルク 834

ドイツ語 みんなのドイツ語 荻原 耕平/他 白水社 845

執筆技法 文体の舵をとれ アーシュラ・K.ル=グウィン フィルムアート社 901.3

和歌 祈り 濱田 美枝子/他 藤原書店 911.1

手記 病院にピットイン! 岸田 徹 リトルズ 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 水野瀬高校放送部の四つの声 青谷 真未 早川書房 B Fアオ

文庫 花井おばあさんが解決!ワケあり荘の事件簿 井上 ねこ 宝島社 B Fイノ

文庫 炎舞館の殺人 月原 渉 新潮社 B Fツキ

文庫 ふるさと美味旅籠 出水 千春 KADOKAWA B Fデミ

文庫 あたしたちよくやってる 山内 マリコ 幻冬舎 B Fヤマ

文庫 見知らぬ人 エリー・グリフィス 東京創元社 B 933

エッセイ 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子 小学館 Eサト

エッセイ 作家は時代の神経である 高村 薫 毎日新聞出版 Eタカ

エッセイ ごきげんな散歩道 森沢 明夫 春陽堂書店 Eモリ

小説 みとりねこ 有川 ひろ 講談社 Fアリ

小説 密室は御手の中 犬飼 ねこそぎ 光文社 Fイヌ

小説 感応グラン=ギニョル 空木 春宵 東京創元社 Fウツ

小説 花束は毒 織守 きょうや 文藝春秋 Fオリ

小説 お笑い10行小説 柿井 優嬉 東京図書出版 Fカキ

小説 噂を売る男 梶 よう子 PHP研究所 Fカジ

小説 道化むさぼる揚羽の夢の 金子 薫 新潮社 Fカネ

小説 いくつになっても、ラ・ヴィアン・ローズ 熊井 明子 春秋社 Fクマ

小説 たまごの旅人 近藤 史恵 実業之日本社 Fコン

小説 ブラザーズ・ブラジャー 佐原 ひかり 河出書房新社 Fサハ

小説 パンダより恋が苦手な私たち 瀬那 和章 講談社 Fセナ

小説 まぜるな危険 高野 史緒 早川書房 Fタカ

小説 高原英理恐怖譚集成 高原 英理 国書刊行会 Fタカ

小説 硝子の塔の殺人 知念 実希人 実業之日本社 Fチネ

小説 革命キッズ 中路 啓太 光文社 Fナカ

小説 スリーピング事故物件 西澤 保彦 コスミック出版 Fニシ

小説 二人の噓 一雫ライオン 幻冬舎 Fヒト

小説 ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉 KADOKAWA Fフク

小説 一千一ギガ物語 藤井 青銅 猿江商會 Fフジ

小説 母親病 森 美樹 新潮社 Fモリ

小説 存在しない時間の中で 山田 宗樹 角川春樹事務所 Fヤマ

小説 仮面家族 悠木 シュン 双葉社 Fユウ

小説 アヤとあや 渡辺 優 小学館 Fワタ

外国文学 幸いなるハリー イーディス・パールマン 亜紀書房 933

外国文学 夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 グリム兄弟 平凡社 943.6

外国文学 清少納言を求めて、フィンランドから京都へ ミア・カンキマキ 草思社 993.6

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

プログラミング ひらめき!プログラミングワールド 狩野 さやか/他 小学館 007

てつがく 10歳のミッション 齋藤 孝 幻冬舎 159

れきし 東大教授がおしえるさらに!やばい日本史 本郷 和人/監修 ダイヤモンド社 281

しごと SDGsでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 澤井 智毅/監修 講談社 366

じゅけん 中学受験にチャレンジするきみへ 安浪 京子 大和書房 376

とり やばすご!鳥伝説 鳥くん/他 主婦の友社 488

けんこう 出た出た!デッター号 北折 一 /原作・企画 少年写真新聞社 497

かんきょう こども環境学 朝岡 幸彦/監修 新星出版社 519

でんしゃ 東京の電車の顔図鑑 江口 明男 天夢人 536

いぬ ゆれるシッポ、ふんじゃった! 今西 乃子 岩崎書店 645

おりがみ ABC折り紙 いしばし なおこ ブティック社 754

スポーツ 目でみるアスリートの図鑑 稲葉 茂勝 東京書籍 780

サバイバル わくわくサバイバル図鑑 ハイサイ探偵団/監修 KADOKAWA 786

はなしかた 10歳からの伝える力 齋藤 孝 フォレスト出版 809

おはなし 青く塗りつぶせ 阿部 夏丸 ポプラ社 913

おはなし かげろうのむこうで 斉藤 洋 偕成社 913

おはなし 家族セッション 辻 みゆき 講談社 913

おはなし こずえと申す 吉田 道子 ポプラ社 913

おはなし シミちゃん 吉野 万理子 くもん出版 913

おはなし どっちでもいい子 かさい まり 岩崎書店 913

おはなし パパはカッパか!? 中山 聖子 文研出版 913

おはなし 顔のない花嫁 K.R.アレグザンダー 小学館 933

おはなし キケンな修学旅行 ジェニファー ・キリック ほるぷ出版 933

おはなし くしゃみおじさん オルガ・カブラル 岩波書店 933

えほん おまたせまちあわせ 宮野 聡子 PHP研究所

えほん きんたろうようちえん やぎ たみこ あかね書房

えほん ことりのおまじない おおなり 修司 絵本館

えほん じはんきくん おおい じゅんこ 教育画劇

えほん しらすどん 最勝寺 朋子 岩崎書店

えほん ちょとつ 立川 治樹 絵本塾出版

えほん どんなはながさく? きのした けい コクヨ

えほん ぱったんして 松田 奈那子 KADOKAWA

えほん ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット 偕成社

えほん ぼくはほんやさんになる 菊池 壮一 ニコモ

えほん ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかい よしかず 国土社

えほん リトル・アイ マイケル・ホール 子どもの未来社


