
いちょう号へのメッセージを募集します 
 各ステーションへ巡回中のいちょう号や、市内 5カ所の中央図書館・各公民館図書室で

メッセージを募集します。 

 いちょう号へのメッセージをお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年２・３月号 Ｎｏ.１２５ 

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。 

いちょう号からバトンタッチ！ 

  

募集期間 いちょう号は 2 月２日（水）から 3 月 19 日（土） 

     中央図書館と各公民館図書室は２月 15 日（火）から 3 月 19 日（土） 
 

ステーション写真のパネル展 
いちょう号のステーション写真と一緒に、皆様からいただいたメッセージと、 

巡回先の小学生たちからいただいた寄せ書きも展示いたします。 

 

展示期間 2 月 15 日（火）から 4 月 10 日（日） 

主催・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 

図書館からのお知らせ

※中学校区で分けて、最寄りの図書館・公民館図書室で展示します。 

 

33 年間(初代いちょう号 1989年～、２代目いちょう号 1998 年～)、 

活躍した移動図書館「いちょう号」が引退し、新しい移動図書館へと変わります。 

移動図書館のバトンタッチを記念し、イベントを実施いたします！ 

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 

    移動図書館いちょう号（メッセージの受付のみ） 

 
※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。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐野公民館図書室 

「さがす本」 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・入口 

「さいどく」 

・吹き抜け 

 「短編小説のたのしみ」 

・絵本ワゴン 

「とら、干支のえほん」 

 

北部公民館図書室 

「卒業」 

日根野公民館図書室 

「クリーン大作戦！」 

 

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。 

図書館からのお知らせ 

※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。 

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 26 日（土） 午後 2 時～3 時（開場 午後 1 時 45 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 

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」 

演 目 「おむすびころりん」※都合により変更する場合があります。 

定 員 30 名（先着順。定員になり次第終了） 

受 付 3 月 8 日（火）午前 9 時 30 分から電話で受付 

 

 

おはなし会コラボイベント 

 

参加無料 

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 

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 2 月 9 日（水）・3 月 23 日（水） 

午前 11 時～11 時 30 分（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 

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 10 組 先着順 

※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。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止策としてご入場の際、連絡先を伺います。

ご協力お願いいたします。 

カレン先生の英語でおはなし会 申込不要 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

にわとり城     松野 正子 こぐま社 低学年向け 

見つけ隊と燃える小屋のなぞ イーニッド・ブライトン 早川書房 中学年向け 

チイの花たば       森 絵都 岩崎書店 中学年向け 

魔法の国の謎とき屋   萩原 弓佳 PHP 研究所 高学年向け 

氷室のなぞと秘密基地     中谷 詩子 国土社 高学年向け 

  

「えびす町ぎんざ」商店街にある「あんみんガッパのみせ」とよばれている、不思議な

パジャマやさん。そこのパジャマをきてねるとぐっすりねむれるというのですが…。 

ゆかいな商店街ファンタジー。 

こどものほんだな 

新着図書案内 

中学の時、突然重度障がい者となったが、24 時間介助によるひとり暮ら

し、大学進学、会社設立、大学院での当事者研究、各地の障がい当事者との

繫がりを実現し…。絶望の日々から現在までを描く。関連の制度も取り上げ

る。 

「君の名前の横顔 」 

河野 裕 著  ポプラ社  F コウ 

「うちのくるまはバン！！ 」 

鎌田 歩 作 アリス館  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

夫を亡くし、小学生の冬明をひとりで育てる愛。父親の死後、義母の愛と

弟の冬明を見守りながら、家族という関係に違和感を持つ楓。冬明の絵具が

なくなった日から、現実が変容し…。血の繫がらない家族と名前をめぐる物

語。 

      

あんみんガッパのパジャマやさん   

「<弱さ>を<強み>に   突然複数の障がいをもった僕ができること」 

天畠 大輔 著   岩波書店   369.2    

今月号のテーマは [ なぞ ] です。 

うちの仕事は便利屋さん。くるまはバン。荷物をたくさんつめる。ある日

の仕事はペンキ塗り。ハシゴやペンキは全部つめるかな？バンが大かつやく

するいろんな仕事がでてきます。 

 

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。 

柏葉 幸子 作 小学館 



土曜子どもシアター 

       

 

 

 

 

午後のキネマ 

   

 

 

 

開館日のおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

は休館日 ＊の日は中央図書館のみ開館 

 

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

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 

70 分 

2 月 2 日 ・ 16 日 

3 月 2 日 ・ 16 日 

 

90 分 

偶数月第３土曜日開催 毎月第２土曜日開催 

「怪物はささやく（日本語吹替）」 １09 分 

 シガニー・ウィーバー 出演 

 J.A.バヨナ 監督 
2016 年作品 

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。 

「家なき子レミ」 

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 

「しまじろうのわお！  

おはなし大特集！」 

２月 

いずみさの図書館だより  

2022 年 2・3 月号 No.125  

2022 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/ 

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。 

 

 

図書館の催しもの 

おはなし会 

日時   2 月 12 日（土）  午後 2 時から 

（開場 午後 1 時 45 分） 

日時   3 月 12 日（土）  午後 2 時から 

（開場 午後 1 時 45 分） 

日時 2 月 19 日（土） 午後１時 30 分から 

（開場 午後１時 15 分） 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

機械学習 機械学習をめぐる冒険 小高 知宏 オーム社 007.1

グーグル ガーファネクストステージ スコット・ギャロウェイ 東洋経済新報社 007.3

読書 人生の土台となる読書 pha ダイヤモンド社 019.9

心理学 なるほど「色」の心理学 都外川 八恵 総合法令出版 141.2

カウンセリング 「空気読みすぎ」さんの心のモヤモヤが晴れる本 大嶋 信頼 永岡書店 146.8

身上相談 ヤマザキマリの人生談義 ヤマザキ マリ 毎日新聞出版 159

縄文時代 縄文時代を知るための110問題 勅使河原 彰 新泉社 210.2

歴史 一冊でわかる韓国史 六反田 豊/監修 河出書房新社 221.0

自伝 枯れてこそ美しく 戸田 奈津子/他 集英社 289.1ﾄﾀﾞ

温泉 戦国武将を癒やした温泉 上永 哲矢 天夢人 291.0

政治 ネット社会と民主主義 辻 大介/編 有斐閣 312.1

地方行政 公務員の危機管理広報・メディア対応 宇於崎 裕美 学陽書房 318.5

経営者 稲盛和夫に、叱られた! 出版文化社(発売) 335.1

資金管理 社長、借金は返さなくていいお金です 公門 章弘 現代書林 336.8

労務管理 改正電子帳簿保存法のすべて 十文字 俊郎 中央経済社 345.1

コミュニケーション 超話し方図鑑 五百田 達成 飛鳥新社 361.4

親子関係 母のトリセツ 黒川 伊保子 扶桑社 367.3

性教育 やらねばならぬと思いつつ シオリーヌ ハガツサブックス 367.9

高齢者福祉 介護認定審査会委員が教える『困らない介護の教科書』 河北 美紀 同友館 369.2

就職 Web選考は「準備」が9割! 田中 亜矢子 自由国民社 377.9

手話 ろうと手話 吉開 章 筑摩書房 378.2

包装 基本のラッピング つつみ屋工房/監修 成美堂出版 385.9

元素 元素の世界 若林 文高/監修 朝日新聞出版 431.1

宇宙論 時間の終わりまで ブライアン・グリーン 講談社 443.9

海洋動物 はぐれイワシの打ち明け話 ビル・フランソワ 光文社 481.7

野鳥 日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会/編 山と溪谷社 488.1

マッサージ ひとりほぐし 崎田 ミナ 日経BP 492.7

膵臓 膵臓の病気がわかる本 糸井 隆夫/監修 講談社 493.4

ワクチン ワクチンの噂 ハイジ・J.ラーソン みすず書房 493.8

更年期 つらくなる前に知っておきたい閉経のきほん 上田 嘉代子/監修 池田書店 495.1

眼 加齢黄斑変性治療と予防最新マニュアル 尾花 明 CCCメディアハウス 496.3

精神衛生 おうちメンタルケア入門 ベスリクリニック/監修 主婦の友社 498.3

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2022年2・3月号



生産管理 はじめての現場改善 西村 仁 日刊工業新聞社 509.6

SDGs SDGsな生活のヒント タラ・シャイン 創元社 519

住宅建築 災害に強い家はこうつくる 七呂 恵介 青春出版社 527

住宅建築 矩計図って何なん!? 蕪木 孝典/他 オーム社 527.1

発電 トコトンやさしい環境発電の本 山崎 耕造 日刊工業新聞社 543

和服 着物のイロハ 大竹 恵理子 成美堂出版 593.8

刺しゅう おさるのジョージ刺しゅう アップルミンツ 594.2

編み物 靴下を編む52週 レイネ・パブリッシング グラフィック社 594.3

料理 3STEP冷凍コンテナごはん　おかわり ろこ 徳間書店 596

料理 基本からわかる男の料理術 辻調理師専門学校/料理監修 成美堂出版 596

料理 はじめてでも美味しく作れるロシア料理 ヴィタリ・ユシュマノフ 世界文化ブックス 596.2

菓子 小さなサクサクタルト キュームタルト 誠文堂新光社 596.6

掃除 やみつき掃除術 お掃除職人きよきよ SBクリエイティブ 597.9

食糧問題 食べる経済学 下川 哲 大和書房 611.3

栽培 タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 市川 啓一郎 農山漁村文化協会 626

食虫植物 食虫植物の文化誌 ダン・トーレ 原書房 627.5

猫 図書館司書30人が選んだ猫の本棚 高野 一枝/編 郵研社 645.7

接客 お客様に嫌がられる接客喜ばれる接客 平山 枝美 日本実業出版社 673.3

鉄道 鉄道旅のトラブル対処術 松本 典久 天夢人 686.5

創作 ピーナッツ大図鑑 サイモン・ビークロフト 河出書房新社 726.1

工芸 宮廷のデザイン 八條 忠基 平凡社 750.2

邦楽 歴史からでも楽しい!おもしろ日本音楽 釣谷 真弓 東京堂出版 768.0

映画 青嵐の庭にすわる 森下 典子 文藝春秋 778.2

テレビドラマ プレイバックNHK大河ドラマ NHK出版 778.8

筋力トレーニング 筋トレの科学 オースティン・カレント 西東社 780.7

思考 シンプル思考 里崎 智也 集英社 783.7

スノーボード スノーボードの誕生 田嶋 リサ 春陽堂書店 784.3

自伝 羽生結弦未来をつくる 羽生 結弦/他 集英社 784.6

趣味 江戸・ザ・マニア 浅生 ハルミン 淡交社 790.4

将棋 観る将のための将棋ガイド 山口 絵美菜 法研 796

言語 だんまり、つぶやき、語らい 鷲田 清一 講談社 804

日本語 日本語はこわくない 飯間 浩明 PHP研究所 810.4

熟語 世にも美しい三字熟語 西角 けい子 ダイヤモンド社 814.4

文章 朝日新聞記者の200字文章術 真田 正明 さくら舎 816

文学 歓待する文学 小野 正嗣 NHK出版 902.0

ルポルタージュ 田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子 文藝春秋 915.6

太平洋戦争 少女たちの戦争 中央公論新社/編 中央公論新社 916

家族関係 一万年生きた子ども ナガノ ハル 現代書館 916



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 神と王 浅葉 なつ 文藝春秋 B Fアサ

文庫 金閣寺は燃えているか? 鯨 統一郎 東京創元社 B Fクジ

文庫 彼女が最後に見たものは まさき としか 小学館 B Fマサ

文庫 君と過ごした透明な時間 丸井 とまと KADOKAWA B Fマル

文庫 最後の審判 ロバート・ベイリー 小学館 B 933

文庫 影のない四十日間　上・下 オリヴィエ・トリュック 東京創元社 B 953.7

エッセイ すごいトシヨリ散歩 池内 紀/他 毎日新聞出版 Eイケ

エッセイ 遠慮深いうたた寝 小川 洋子 河出書房新社 Eオガ

エッセイ 胃が合うふたり 千早 茜/他 新潮社 Eチハ

小説 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 Fアイ

小説 トリアージ 犬養 楓 書肆侃侃房 Fイヌ

小説 一ノ瀬ユウナが浮いている 乙一 集英社 Fオツ

小説 リズム・マム・キル 北原 真理 光文社 Fキタ

小説 R.I.P. 久坂部 羊 講談社 Fクサ

小説 熔果 黒川 博行 新潮社 Fクロ

小説 楽園の殺人 越尾 圭 二見書房 Fコシ

小説 おはようおかえり 近藤 史恵 PHP研究所 Fコン

小説 パパララレレルル 最果 タヒ 河出書房新社 Fサイ

小説 不村家奇譚 彩藤 アザミ 新潮社 Fサイ

小説 愛じゃないならこれは何 斜線堂 有紀 集英社 Fシヤ

小説 采女の怨霊 高田 崇史 新潮社 Fタカ

小説 かすてぼうろ 武川 佑 光文社 Fタケ

小説 現代生活独習ノート 津村 記久子 講談社 Fツム

小説 ルーティーンズ 長嶋 有 講談社 Fナガ

小説 メディコ・ペンナ 蓮見 恭子 ポプラ社 Fハス

小説 夜半獣 花村 萬月 徳間書店 Fハナ

小説 李王家の縁談 林 真理子 文藝春秋 Fハヤ

小説 山亭ミアキス 古内 一絵 KADOKAWA Fフル

小説 不知火海沿岸 水上 勉 田畑書店 Fミナ

小説 原罪 山本 音也 小学館 Fヤマ

小説 ミス・パーフェクトが行く! 横関 大 幻冬舎 Fヨコ

外国文学 ペイント イ ヒヨン イースト・プレス 929.1

外国文学 ガラスの顔 フランシス・ハーディング 東京創元社 933

外国文学 死まで139歩 ポール・アルテ 早川書房 953.7

外国文学 弓を引く人 パウロ・コエーリョ KADOKAWA 969.3

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

どうとく どう解く? やまざき ひろし ポプラ社 150

れきし はにわ 若狭 徹/監修
スタジオタッククリ
エイティブ 210

びょうどう 平等ってなんだろう? 齋藤 純一 平凡社 316

SDGs
世界がぐっと近くなるSDGsとボクらを
つなぐ本

池上 彰/監修 学研プラス 333

SDGs 小学生からのSDGs 深井 宣光 KADOKAWA 333

ふくし 支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ/編 岩波書店 369

かがく 理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村 陽子 主婦の友社 407

いきもの ゆるゆる絶滅生物図鑑 今泉 忠明/監修 学研プラス 457

いきもの どうぶつ 成島 悦雄/監修 高橋書店 480

せいしん 「自己肯定感」を高めて自分を大切にしよう 古荘 純一 PHP研究所 493

かんきょう 海の中から地球を考える 武本 匡弘 汐文社 519

きこう 気候変動 アンドレア・ミノリオ 大月書店 519

のりもの でんしゃ 山崎 友也/監修 高橋書店 536

くるま 陸送会社図鑑 ゼロ/監修 日経BP 537

はなことば 知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎 景介/監修 汐文社 627

てれびどらま 仮面ライダー大図鑑ハイパー ポプラ社 778

おはなし ガラスの魚 山下 明生 理論社 913

おはなし しんぱいなことがありすぎます! 工藤 純子 金の星社 913

おはなし 博物館の少女 富安 陽子 偕成社 913

おはなし まじょばーのたまごやき 堀 直子 文研出版 913

おはなし 屋根に上る かみや としこ 学研プラス 913

おはなし スカーレットとブラウン ジョナサン・ストラウド 静山社 933

おはなし ほんとうの友だちさがし マット・ヘイグ 西村書店 933

おはなし どんぐり喰い エルス・ペルフロム 福音館書店 949

えほん アブナイこうえん 山本 孝 ほるぷ出版

えほん いっしょだねいっしょだよ きむら だいすけ 講談社

えほん おうちおおずもう 二宮 由紀子 文研出版

えほん クリコ シゲタ サヤカ 小学館

えほん しってるよ たかだ しんいち 文研出版

えほん ハタハタ 高久 至/写真 あかね書房

えほん ピンクはおとこのこのいろ ロブ パールマン KADOKAWA

えほん ぼくラはばラばラ 岡林 ちひろ ロクリン社

えほん メンドリと赤いてぶくろ 安東 みきえ KADOKAWA

えほん ヤマネのぼうやはねむれない!? ザビーネ・ボールマン ひさかたチャイルド

えほん リィーヤとトラ アンナ・フェドゥロヴァ カランダーシ

えほん る さいとう しのぶ PHP研究所


