
 おくやま　ゆか／さく
低学年から

福音館書店
　

K 913 ／オク

 あさの　ますみ／作　よしむら　めぐ／絵
３～５さい向け

 教育画劇

三まいのはがき

 E ／ヨ

ヨルは、くろねこのおとこのこ。ミリちゃんのおうちでくらしています。ヨルは、いえのそとにでたことがありません。ある
ひ、ヨルはこネズミとであい、はなしました。「よるって、まっくらで、しずかで、ねむるものでしょ？」と、ヨル。「よ
るって、まぶしくて、にぎやかで、おいしいもんだよ」と、ネズミは、ヨルをまどのそとへつれだし…。

　　　■開館時間

　　　〇ＴＲＣいずみとしょかん

　　　〇ＴＲＣシティプラザとしょかん

　　　　平　日／９：３０～２１：００

　　　　土日祝／９：００～２０：００

　　　〇にじのとしょかん

　　　　火曜日～土曜日／１０：００～１８：００

　　　　日曜日 ・ 祝日／１０：００～１７：００

　

　　　〇ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ

　　　　火曜日～日曜日／１０：００～１８：００

　

　　　〇ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ

　　　　平日・土日祝／９：３０～２０：００

新
あたら
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ヨルとよる

外交って、国ってなんだろう？日本と外国のおつきあいって、どんなものがあるの？文化を広めることがどうして外交なの？
国際協力（こくさいきょうりょく）ってどういうことをするの？さまざまな国がおたがいに協力し合ったり、共通（きょうつ
う）の問題を解決（かいけつ）したりするために大切な「外交」について、マンガやイラストをまじえながら解説（かいせ
つ）します。

ゆうたに、ナメヨ、ガマコ、ニョロミからのしょうたいじょうがとどきました。３人がだれかわかりませんでしたが、おもし
ろそうだとおもったゆうたは、３人の家にいくことにしました。さいしょはナメヨの家へ、つぎにガマコの家にいきました。
そして、さいごのニョロミの家からかえろうとすると、３人がユウタのとりあいをはじめてしまい…。

佐藤　優／総監修　高橋　良祐／監修　渡辺　裕之／監修
高学年から

文研出版 K ／319

小学生から知っておきたいザ・外交 　１巻
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ひにち ばしょ

５（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

２０（日） 集会室１・２

２6（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

５（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１９（土）
図書館内

おはなし室

ひにち

３（木・祝）

１８（金）

ひにち

１２（土）

ひにち ばしょ

１３（日） 図書室内

１３（日） おはなし会

こどもまつりはお休みです。

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「箱」

１１：００－１１：３０ おはなしかい 「当日のおたのしみ」

「未定」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「割りばし鉄砲」

１２（土）

１４：００－１４：３０ えいごのおはなし会 「アニマル」

イベントじょうほう
                 開館 ～ １２時
            ・いずみ　（第１・第３木曜日）
            ・プラザ   （第２・第４木曜日）
            ・ほくぶ　 （第４木曜日）

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

「箱」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「かに子ちゃんとさるどん」

１４：３０－１５：００ おうたのひ

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

１１：００－１１：３０ 小学校　低学年

１４：３０－１５：００ 小学校　高学年・中学生

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「おいしいね」

２０（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「かみざらヨーヨー」

（定員８名）

イベントは、ほかにもいろいろあります。ポスターやホームページなどでもお知らせしています。

※新型コロナウイルスの感染状況により、イベント・行事などが中止になる場合があります。

　お電話・ホームページなどで確認してから図書館へおこしください。

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る ＰＯＰさくせい

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

５（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室

絵本

「でんしゃくるかな？」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

すくすくタイム

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、すくすくタイム内に行われている

１５分間のミニおはなし会は状況により中止になる場合があります。

お電話・ホームページなどで確認してから図書館へおこしください。



【ないよう】
ほんの少し、未来（みらい）のおはなしです。瑛仁（え
いと）のお父さんは、深（ふか）さ２５０メートルにあ
る深海（しんかい）ステーションではたらいています。
お母さんと、いとこのななみちゃんといっしょに、その
深海ステーションに泊（と）まりにいって…。深海につ
いての解説（かいせつ）ものっています。

K ／558

チャコウラさんの秘密を知りたい！ナメクジの話

 偕成社 K ／484

　イラストでわかる日本の歴史じてん

成美堂出版 K ／210

【ないよう】
米づくりが伝（つた）わった弥生（やよい）時代、家康
（いえやす）が征夷大将軍（せいいたいしょうぐん）に
なった江戸（えど）時代、太平洋戦争（たいへいようせ
んそう）がはじまった昭和時代…。日本の歴史（れき
し）のおもなできごとや覚（おぼ）えておきたい人物を
イラストといっしょに説明（せつめい）する。それぞれ
の時代の文化やくらしなども紹介（しょうかい）。

【ないよう】
残念（ざんねん）ながら、多くのひとに好（す）かれて
いる生きものではない「ナメクジ」。でも、だからこ
そ、まだだれも知らない秘密（ひみつ）がいっぱい！約
（やく）２０年にわたってナメクジを研究している動物
生理学者が、ナメクジのおもしろさや、なぜナメクジを
研究することになったのか、どうやって研究しているの
かなどを伝（つた）える。

ＰＨＰ研究所 K ／613

【ないよう】
５億（おく）年かけてつくられた地球の土。１ｃｍでき
るのに１００～１０００年かかる土が、侵食（しんしょ
く）や砂漠化（さばくか）、塩害（えんがい）などに
よって、急速に消失（しょうしつ）・劣化（れっか）し
ている。土とはどういうもので、どのようにつくられる
のか。地球の土を守るにはどうすればいいのか。土のな
ぞと現状（げんじょう）をわかりやすく説明（せつめ
い）する。

もしも深海でくらしたら 土の大研究

 山本　省三／作 　長根　浩義／監修

ジーン　ウィリス／文　ラケル　カタリナ／絵　前田　まゆみ／訳　筧  裕介／監修  松丘　コウ／作　絵

  宇高　寛子／著  成美堂出版編集部 ／編

ラベンダーとソプラノ ブロッケンの森のちっちゃな魔女

額賀　澪／作　いつか／絵

わすれないでね バジとばじくん

【ないよう】
６年生になったら、ラベンダー色のランドセルが似合（にあ）
うお姉さんになって、きれいな歌声を響（ひび）かせているは
ずだった。でも。「今年こそ金賞（きんしょう）を」という重
圧（じゅうあつ）に、ハーモニーは不協和音（ふきょうわお
ん）になっていく。そんなときに出会ったボーイソプラノの朔
（はじめ）と、半地下合唱団（はんちかがっしょうだん）に参
加（さんか）するうち、真子（まこ）は合唱クラブのあり方を
考えはじめ…。

【ないよう】
ドイツのある森に、ちっちゃな女の子がひとりで住
（す）んでいた。「ちっちゃな」はどのくらいかという
と、ちょうど子ネコくらい。女の子は森のどうぶつたち
と、なかよくくらしていたんだ。ある冬の夜、家で「ブ
ロッケンの魔女（まじょ）の魔法（まほう）の本」を見
つけた女の子は、本に書いてある魔法の特訓（とっく
ん）をはじめ…。

 小学館  E ／ワ フレーベル館
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ほん ０～５さい向け  ➡　 ３～５さい向け  ➡

低学年から  ➡ 中学年から  ➡ 高学年から  ➡

藤井　一至／監修 

ＷＡＶＥ出版

  E ／ハ

【ないよう】
ジョージは、おばあちゃんのいえをたずねました。「う
れしい！しばらく、あえなかったわね」「きのういらい
だね」「あら？きのうあったばかり？」おばあちゃん
は、わすれてばかり。ときどき、ジョージのなまえまで
わすれてしまいます。でもジョージはきにしません。な
ぜなら…。にんちしょうのおばあちゃんとまごの、あい
じょうのものがたり。

【ないよう】
ヤギのバジのクラスに、「ばじくん」という、あたらし
いともだちがやってきました。バジは、じぶんとおなじ
なまえのばじくんがきになってしかたありません。しか
も、ばじくんは、なんでもじょうずにできるのです。ふ
たりがボールけりをしていると、あめがふってきまし
た。バジがどろをばじくんのかおにつけると、ばじくん
もやりかえしてきて…。

 アレクサンダー　リースケ／原作　西村　佑子／訳　翻案　ももろ／絵

岩崎書店 K 913 ／ヌカ 静山社 K 943 ／リ



     本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。 ホームページ：https://www.library.izumi.osaka.jp

      こどもの電子図書館
で ん し と し ょ か ん

　ＴＲＣいずみとしょかん　　　　　 　　　 　 Ｔｅｌ．０７２５－４４－３０７１
　ＴＲＣシティプラザとしょかん　　　　　 　　Ｔｅｌ．０７２５－５７－６６７０
　にじのとしょかん　　　　　　　　　　 　　　Ｔｅｌ．０７２５－４７－１０４０
　ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９２－３８１１
　ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９０－７５１２

 

■ えほん ■

せかいいちまじめなレストラン
 たしろ  ちさと／作

 ほるぷ出版
０～５さい向け

■ よみもの ■

モンスター・ホテルでパーティーだ
柏葉  幸子／作 　高畠  純／絵

小峰書店
低学年から

■ じつよう ■

マンガでよくわかるオリガミ・ナビ！ どうぶつ編
 小林　一夫／監修

誠文堂新光社
中学年から

１１月のこんな本（テーマ：りんご）

えほん よみもの

★図書館スタッフがオススメするほん★ あさの あつこ／作 本田 亮／絵 講談社

ママはお医者さん Ｋ４９８ 低学年から

病気（びょうき）やケガを治（なお）すプロであるお医者（いしゃ）さん。実（じつ）はいろんなお医者さ

んがいます。これは、村に一つしかない診療所（しんりょうじょ）のお医者さんの子どもから見たお仕事

（しごと）と、あったかい親子（おやこ）のおはなし。読（よ）めばお医者さんについてくわしくなって、

病院（びょういん）がこわくなくなるかもしれません。

りんごとけんだま
鈴木 康広／作

ブロンズ新社

E ／リ

３～５さい向け

りんごだんだん
小川 忠博／写真と文

あすなろ書房

K／625

中学年から

こ
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「 電子図書館 」とは？

デジタル化資料を検索・閲覧できる

サービスです。

●利用できる人

和泉市内に在住・在勤・在学の方で、

青枠の和泉市の図書館カードをお持ち

の方

●貸出点数：３点まで

●貸出期間：１４日間

●貸出延長：１回

（次の予約者がいない場合のみ可）

●予約点数：３点まで

（取置期間は７日間です。期間が過ぎ

ると自動的に予約は取消されます。）

電子図書館ＨＰに

アクセスしてみてね。


