
泉佐野市に在住・通勤・通学の方（近隣の方、団体での利用はできません） 

※利用には、泉佐野市立図書館の貸出カードが必要です 

※通勤・通学の証明が必要です（詳しくは中央図書館まで） 

貸出カードのバーコード下に記載している 8 桁の利用者番号 

図書館で登録している生年月日（西暦で 8 桁） 

例：2012 年 7 月 1 日生まれの方は、「20120701」 

※パスワードは定期的に変更することをおすすめします 

1 人 5 点まで 

14 日間（貸出期間が過ぎると自動的に返却されます） 

延長した日から 14 日間 

予約の人がいない資料のみ、1 度だけ延長が可能です 

1 人 5 点まで 

予約取置期間は 7 日間です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２０２２年８・９月号 Ｎｏ.１２８ 

図書館だより いずみさの 

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。 

電子図書館は、インターネットを使ってパソコンやスマートフォン・タブレットなどから、

電子書籍をご利用いただけるサービスです。図書館に行かなくても気軽に読書をお楽しみいた

だけます。ぜひご活用ください。 

  

 

 

【対 象】  

 

 

【利用者 ID】 

【パスワード】 

 

 

【貸出冊数】 

【貸出期間】 

【延長期間】 

 

【予約冊数】 

 

 

＜アドレス＞   http://web.d-library.jp/izumisano/g0101/top/ 

  

 

 

＜QR コード＞ 

  

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-0h25wL_InKk/XW87Hs0AKjI/AAAAAAABUok/lF_mclUXtosC4J3WuZAJkByfExarSVNSQCLcBGAs/s1600/fruit_suika_red.png
http://web.d-library.jp/izumisano/g0101/top/


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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にご協力をお願いします 

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 

 

日根野公民館図書室 夏休み映画会 

「レスキューせんエリアスと海ではたらく仲間たち」 

いらない空き箱を使って、自分だけの水族館を作りましょう！ 

  

 

 さあ、みんなでトリック オア トリート！ 

 

 

日 時：８月２１日（日）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 

対 象：小学生（保護者の付添い可） 

定 員：５組 １０名（事前受付） 

持ち物：不要な空き箱、ふた付きの飲み物 

受 付：8月 9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 

 

水族館を作ろう！ 

日 時：８月１４日（日）午後２時（開場 午後１時４５分）上映時間 ７８分 

場 所：日根野公民館 ３階 多目的室 

定 員：３０人（事前受付） 

受 付：８月２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 

 参加無料 

 参加無料 

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。 

この他にもご用意しています。ぜひご来館ください。 

レイクアルスタープラザ・カワサキ中央図書館 

・入口 

「読書感想文おすすめ本」 

・吹き抜け 

 「SDGｓ」 

・絵本ワゴン 

「おいしいえほん」 

 

佐野公民館図書室 

「学習まんがで楽しく学ぼう」 

北部公民館図書室 

「いつか通る道～認知症について～」 

長南公民館図書室 

「トリセツ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

本のタイトル かいた人 しゅっぱん社  

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 キース・ネグレー 光村教育図書 低学年向け 

つるばら村の洋服屋さん   茂市 久美子 講談社 中学年向け 

お洋服リフォーム支店 あんびる やすこ 岩崎書店 中学年向け 

ぼくのまつり縫い [1]    神戸 遙真 偕成社 高学年向け 

ライラックのワンピース 小川 雅子 ポプラ社 高学年向け 

 アンネマリー・ファン・ハーリンゲン 作 文化学園文化出版局      

ココは孤児院で働かされて育ちましたが、おかげで裁縫が上手になりました。やがて

自分で動きやすい服や、ぼうしを作るようになり…。 

 フランスのデザイナー、ココ・シャネルを描いた絵本です。 

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。 

 ソロキャンプは、自分のペースで気ままに過ごせる自由の極み！でも、そ

の自由を満喫するには、そのための知識と技術が必要です。 

 本書には、道具選びから設営・撤収、調理や焚火まで、ソロならではのハ

ウツーが、わかりやすく紹介されています。 

「天秤の護り人」 

安澄 加奈 著  ポプラ社  BFアズ 

「いただきますのおやくそくだもの」 

きだに やすのり さく わたなべ あや え  あかね書房  えほん 

もっとよみたい？ 

（小学校低学年向け） 

 薬剤師として総合病院で働く 25歳の善は、これから起こる事件や事故の様

子が見えてしまうという不思議な能力に悩まされていた。 

 そんなある日、勤務先の病院で老人が苦しみ倒れる様子が見えてしまい…。 

 「手をあらおうね」「おもちゃにばいばい」「たべてってさみしそう」など、

食事のマナーを、かわいいくだものたちが、わかりやすく伝えてくれます。 

はじめての食育におすすめの絵本です。 

      

ココとリトル・ブラック・ドレス 

「ソロキャンプ大事典」 

 青木 達也 青木 江梨子 監修  成美堂出版  786.3 

 

 

今月号のテーマは [ 服 ] 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  

2022 年 8・9 月号 No.128 

2022 年 8 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  

＊の日は中央図書館と佐野まち 

ライブラリーのみ開館となります。 

 

 

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

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。 

９月 

50 分 

8 月 3 日 ・ 17 日 

9 月 7 日 ・ 21 日 

 

86 分 

おはなし会 

日時   8 月 13 日（土） 午後 2 時から 

(開場 午後 1 時 45 分) 

 

日時   9 月 10 日（土）  午後２時から 

           (開場 午後 1 時 45 分) 

偶数月第３土曜日開催 
毎月第２土曜日開催 

「メタボリックデカ（日本語吹替）」 
100 分 

プーワニット・ポンディー/監督 

プラモ―ト・パサン/出演 

  2017 年作品 

日時 8 月 20 日（土）午後１時 30 分から 

(開場  午後 1 時 15 分) 

申込み不要・会場の都合により 50 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 

「恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！」 
※アニメーションではありません 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 
with コズミックフロント☆NEXT 

―地球の段◆はやぶさ 2 の段」 

８月 

赤ちゃんから大人まで、大歓迎です！ 
 

 

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 

 

9 月 18 日（日） 「秋のおはなし」 

出演：クローバー 

 

 

※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。 

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 

TEL 072-447-7088 

移動図書館ルリビタキ 

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 

佐野まちライブラリー 

お問い合わせ 



分野 書名 著者名 出版社 分類記号

SNS ソーシャルメディア・プリズム クリス・ベイル みすず書房 007.3

メタバース メタバース見るだけノート 岡嶋 裕史/監修 宝島社 007.3

パソコン 最強のパソコン仕事時短術 インプレス 007.6

図書館 攻撃される知識の歴史 リチャード・オヴェンデン 柏書房 010.2

哲学 詩と哲学のあいだ 三好 由紀彦 晃洋書房 104

認知 認知バイアス大全 川合 伸幸/監修 ナツメ社 141.5

占い 開運大全 マーク・矢崎治信/他監修 主婦の友社 148

宗教 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂 俊司/監修 昭文社 165

巡礼 四国八十八カ所ゆとりの旅 実業之日本社 186.9

日本史 日本史を疑え 本郷 和人 文藝春秋 210.0

日本史 鎌倉幕府と北条義時見るだけノート 小和田 哲男/監修 宝島社 210.4

世界史 アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン 河出書房新社 234.0

京都 観光コースでない京都 平井 美津子/他 高文研 291.6

ヨーロッパ 国境で読み解くヨーロッパ 加賀美 雅弘 朝倉書店 293

日本 未完の敗戦 山崎 雅弘 集英社 302.1

沖縄 沖縄の街で暮らして教わったたくさんのことがら 藤井 誠二 論創社 302.1

ロシア ロシア点描 小泉 悠 PHP研究所 302.3

日本 JAPAN TRANSFORMATION 新経済連盟 KADOKAWA 304

地域開発 地域おこし協力隊の強化書 畠田 千鶴/監修 ビジネス社 318.6

法律 生きるために必要な「法律」のはなし 木村 真実/他監修 ナツメ社 320

日本経済 日本病 永濱 利廣 講談社 332.1

人口問題 人類の未来年表 ニュートンプレス 334.3

個人事業 個人事業の教科書1年生 宇田川 敏正/監修 新星出版社 335

人間関係 人との距離を、整える 主婦と生活社 361.4

保育 子ども主体で考えるかみつき・ひっかき 井桁 容子 学研教育みらい 376.1

化学 今こそ「わかる」有機化学入門 齋藤 勝裕 SBクリエイティブ 437

地学 緯度を測った男たち ニコラス・クレーン 原書房 448.4

風 図説日本の風 真木 太一/編 朝倉書店 451.4

化石 こっそり楽しむうんこ化石の世界 土屋 健 技術評論社 457.8

湿生植物 田んぼや水辺でみられる植物の芽生えハンドブック 浅井 元朗/他 文一総合出版 471.7

動物生態学 ウソをつく生きものたち 森 由民 緑書房 481.7

動物 動物行動学者、モモンガに怒られる 小林 朋道 山と溪谷社 481.7

新着図書案内

ノンフィクション・実用書

2022年8・9月号



えび ヨコエビガイドブック 有山 啓之 海文堂出版 485.3

昆虫 虫のオスとメス、見分けられますか? 森上 信夫 ベレ出版 486.1

さめ 世界のサメ大全 めかぶ SBクリエイティブ 487.5

あざらし 寝ても覚めてもアザラシ救助隊 岡崎 雅子 実業之日本社 489.5

脳 なぜ私は私であるのか アニル・セス 青土社 491.3

老年医学 「家トレ」のきほん 石田 竜生 翔泳社 493.1

毛髪 頭皮が蘇るすごいマッサージ 辻 敦哉 アスコム 494.8

更年期 更年期、私のトリセツ 対馬 ルリ子/監修 つちや書店 495.1

薬用植物 薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山 智津子 山と溪谷社 499.8

鉄道模型 Nゲージで愉しむ新幹線 イカロス出版 507.9

住宅建築 好きな間取りが絶対見つかる図鑑 園内 せな/他 エクスナレッジ 527.1

宇宙開発 宇宙プロジェクト開発史アーカイブ 鈴木 喜生 EDITORS 538.9

金属 元素のふるさと図鑑 西山 孝 化学同人 560

清涼飲料 魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会/他編 主婦の友社 588.4

料理 私らしい暮らしとお金の整え方 柳沢 小実 主婦の友社 590

裁縫 家庭用ミシンで作る家族みんなのじんべい&ゆかた クライ・ムキ ブティック社 593.1

編み物 かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑 アップルミンツ 594.3

料理 大家族ごはん Mako 成美堂出版 596

地域開発 みんなでつくる“暮らし日本一” 木田 悟史 扶桑社 601.1

園芸 植物との暮らし方超入門 ビリ 山と溪谷社 620

花 世界の華麗なチューリップ銘鑑TULIPS ジェーン・イースト 日本文芸社 627.6

飼育 カワウソをよく知るための本 コツメカワウソ研究会 グラフィック社 645.8

飼育 アクアリウムのある生活 千田 義洋/監修 日東書院本社 666.9

消費 「持たない時代」のマーケティング 高橋 広行/他 同文舘出版 675

電車 路面電車大百科 西森 聡 天夢人 686.9

美術館 ミュージアムの教科書 暮沢 剛巳 青弓社 706.9

仏像 日本の仏像 薬師寺 君子 西東社 718

デッサン 60秒右脳ドローイングで絵が感動的にうまくなる! 松原 美那子 西東社 725

籠 PPバンドでつくる大人のかご・バッグ 松田 裕美 学研プラス 754.6

釣り 超ゼロからはじめる釣り入門 西野 弘章 山と溪谷社 787.1

言語 フリースタイル言語学 川原 繁人 大和書房 804

会議 会議カイゼン 高尾 英正 ぱる出版 809.6

漢字 面白いほど記憶に残る迷わない漢字 話題の達人倶楽部/編 青春出版社 811.2

論文 基礎からわかる論文の書き方 小熊 英二 講談社 816.5

韓国語 推したい私の韓国語 イ ダヒ ワニブックス 829.1

童話 絵本のつぎに、なに読もう? 越高 綾乃 かもがわ出版 909.3

日本文学 平安貴族サバイバル 木村 朗子 笠間書院 910.2



書名 著者名 出版社 分類記号

文庫 Xの存在証明 綾見 洋介 宝島社 B Fアヤ

文庫 おもいでマシン 梶尾 真治 新潮社 B Fカジ

文庫 大阪怪談 人斬り 田辺 青蛙 竹書房 B Fタナ

文庫 すみれ荘ファミリア 凪良 ゆう 講談社 B Fナギ

文庫 ブラッディ・ファミリー 深町 秋生 新潮社 B Fフカ

エッセイ 言葉のおもちゃ箱 伊奈 かっぺい 本の泉社 Eイナ

エッセイ 捨てることから始まる 瀬戸内 寂聴 祥伝社 Eセト

エッセイ 小さいわたし 益田 ミリ ポプラ社 Eマス

小説 私と街たち<ほぼ自伝> 吉本 ばなな 河出書房新社 Eヨシ

小説 あるじなしとて 天津 佳之 PHP研究所 Fアマ

小説 風を彩る怪物 逸木 裕 祥伝社 Fイツ

小説 東京四次元紀行 小田嶋 隆 イースト・プレス Fオダ

小説 残された人が編む物語 桂 望実 祥伝社 Fカツ

小説 初めて会う人 くわがき あゆ 産業編集センター Fクワ

小説 コークスが燃えている 櫻木 みわ 集英社 Fサク

小説 さざなみの彼方 佐藤 雫 集英社 Fサト

小説 AI法廷のハッカー弁護士 竹田 人造 早川書房 Fタケ

小説 カレーの時間 寺地 はるな 実業之日本社 Fテラ

小説 水の月 中江 有里 潮出版社 Fナカ

小説 パパイヤ・ママイヤ 乗代 雄介 小学館 Fノリ

小説 うまたん 東川 篤哉 PHP研究所 Fヒガ

小説 両手にトカレフ ブレイディみかこ ポプラ社 Fブレ

小説 宙ごはん 町田 そのこ 小学館 Fマチ

小説 信仰 村田 沙耶香 文藝春秋 Fムラ

小説 一心同体だった 山内 マリコ 光文社 Fヤマ

小説 忍者に結婚は難しい 横関 大 講談社 Fヨコ

小説 高く翔べ 吉川 永青 中央公論新社 Fヨシ

小説 恋せぬふたり 吉田 恵里香 NHK出版 Fヨシ

外国文学 春の心臓 イェイツ 立東舎 933

外国文学 リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン 集英社 933

外国文学 ピラネージ スザンナ・クラーク 東京創元社 933

外国文学 クロームハウスの殺人 G.D.H.コール 論創社 933

外国文学 ボンベイのシャーロック ネヴ・マーチ 早川書房 933

外国文学 呼び出し ヘルタ・ミュラー 三修社 943.7

外国文学 リャマサーレス短篇集 フリオ・リャマサーレス 河出書房新社 963

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

じょうほう 10歳からのプロジェクトマネジメント 伊藤 大輔/監修 くもん出版 002

てつがく 言葉を生きる 池田 晶子 筑摩書房 104

ちり おぼえる!学べる!たのしい世界の国 井田 仁康/監修 高橋書店 290

けんぽう 日本国憲法で鬼ケ島を救え! 河村 万理 朝日新聞出版 323

おかね すてきな相棒!おかね入門 橋本 長明 リトルモア 337

しごと わたしらしくCジャンプ! 赤羽 じゅんこ 講談社 366

せいざ 星座と神話大じてん 永田 美絵 成美堂出版 443

てんき 空を見上げてわかること 斉田 季実治 PHP研究所 451

びせいぶつ ずかんはたらく微生物 中島 春紫 技術評論社 465

どうぶつ うみのいきもの 中村 庸夫/監修 高橋書店 481

じどうしゃ はたらくくるま 小賀野 実/写真・監修 ひかりのくに 537

てつどう 列車で行こう! 櫻井 寛/写真・文 世界文化社 686

こうさく つくるたね 汐崎 弘/他 ごま書房新社 750

おりがみ 頭がよくなる!ちょいムズおりがみ 山田 勝久 西東社 754

かいじゅう ウルトラ怪獣大集合パーフェクト超百科 講談社 778

ことば 15才までに覚えたい言葉2000 高濱 正伸/監修 永岡書店 814

おはなし 推しトモ! 吉田 桃子 PHP研究所 913

おはなし きりんのまいにち 二宮 由紀子 光村図書出版 913

おはなし しゅくだいドッジボール 福田 岩緒 PHP研究所 913

おはなし スクラッチ 歌代 朔 あかね書房 913

おはなし ばーちゃる 次良丸 忍 金の星社 913

おはなし ふるふるひめ 大窪 いく子 文研出版 913

おはなし 魔法のほね 安田 登 亜紀書房 913

おはなし おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー 徳間書店 933

おはなし シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブルートン 偕成社 933

おはなし 本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー フレーベル館 933

えほん あまやどりのホットケーキ 尾崎 潤 教育画劇

えほん うろおぼえ一家のパーティー 出口 かずみ 理論社

えほん おにぎりおにぎり 長野 ヒデ子 おむすび舎

えほん かえるのほんや やぎ たみこ PHP研究所

えほん しっかりママにつかまって! 市川 里美 BL出版

えほん 大ピンチずかん 鈴木 のりたけ 小学館

えほん ドーナツペンタくん 柴田 ケイコ 白泉社

えほん なかよしの犬はどこ? エミリー・サットン 徳間書店

えほん プールのくまのこ 種村 有希子 アリス館

えほん まなちゃんのあかいながぐつ あいはら ひろゆき サニーサイド


