
牛乳（ぎゅうにゅう）パックに材料（ざいりょう）を入れて、ふったり、混（ま）ぜたり。わくわくする牛乳パッククッキン
グをはじめましょう！フルーツ牛乳かん、クールチョコプリン、アイスクリーム、レアチーズケーキ、ポテトサラダ、お好み
焼き（おこのみやき）、おにぎり…。お菓子（かし）からご飯（はん）まで、おいしいレシピがたくさんのっています。

小さいころからいっしょだった洋平（ようへい）と雄斗（ゆうと）。ところが、小５の春、雄斗は新型（しんがた）コロナの
影響（えいきょう）で三宅島（みやけじま）へ引っ越（こ）していった。「夏に遊びにこいよ」と言い残（のこ）して。それ
から１年、洋平にも山形への引っ越し話が持ちあがる。洋平は約束（やくそく）を果（は）たすため、ひとりで三宅島へ行く
ことに…。

 寺西　恵里子／作
低学年から

汐文社 K ／596

牛乳パックでこんなにできる！わくわく☆クッキング

　　　■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

しく入
はい

った本
ほん

ふゆのコートをつくりに 

三輪　裕子／作　森　雅之／絵
高学年から

あかね書房
　

K 913 ／ミワ

石井　睦美／文　布川　愛子／絵
0～５さい向け

ブロンズ新社

星空の約束 

 E ／フ

あさ、まどからいちめんのゆきげしきをみた、うさぎのさきちゃん。はやくそとにでたいけれど、こんなにはやくゆきがふる
のははじめてで、まだコートのよういができていません。おかあさんのむかしのあかいコートをきてみましたが、まださき
ちゃんにはおおきいみたい。そこで、もりでひょうばんのしたてやさん、ミコさんのおみせにむかい…。

いずみし

としょかんだより
２０２２．12月号

ＮＯ.１２8
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ひにち ばしょ

3（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

１８（日） 集会室１・２

２４（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

3（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１７（土）
図書館内

おはなし室

２４（土）
地下１F

リハーサル室

ひにち

１（木）

４（日）

１６（金）

ひにち

１０（土）

１８（日）

２５（日） ①１０：００－ ②１４：００－

ひにち ばしょ

１１（日） 図書室内

※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

３（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室

絵本

「さんさんさんかく」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

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。

１０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「トナカイアイテムでレッツ★パーティー」

（定員８名）

冬の工作
「おしょうがつのかけじく」

（定員①②各８名　　申込受付12月17日（土）10:00～）

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「クリスマス」

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

１4：３０－１４：４５ 小学生以上

１１：００－１１：３０ ０才から

絵本とおはなしの時間

えほんのひ

１0（土）

１４：００－１４：３０ えいごのおはなし会 「クリスマス」

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

「クリスマス」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「ぐりとぐらのおきゃくさま」

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「クリスマス」

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 「クリスマスファンタジー」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「ぐりとぐらのおきゃくさま」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「クリスマス」

１１：００－１１：３０ おはなしかい 「当日のおたのしみ」

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。



柴田　芳作／監修　国土社編集部／編集

ポトス出版 

  E ／ハ

【ないよう】
ゆうびんやさんが、どうぶつえんにはいってきました。
おてがみをもらうのは、きりんさん？らいおんさん？ど
うぶつたちは、みんなきょうみしんしん。ゆうびんやさ
んは、こどものぞうさんのまえでとまりました。「は
い、おてがみです！」それは、さむいひにえりまきをく
れたおとこのこからでした。ぞうさんも、おてがみをか
きたいとおもい…。

【ないよう】
ぼくは、バンという水鳥（みずどり）。お父（とう）さ
んとお母（かあ）さんといっしょに池（いけ）にすんで
いる。まだ茶色（ちゃいろ）いけれど、もうはねもはえ
そろっている。でも、とぶのはへたくそなんだ。ぼく
は、もうじきおにいちゃんになる。お母さんは、たまご
をあたためないといけないから、ひとりでたべるものを
さがしにいくと…。

佐藤　まどか／著

 フレーベル館 K 913 ／ムラ  講談社 K 913 ／サト

新
あたら

しく入
はい

った本
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  ➡

 飯島　敏子／原作　いもと　ようこ／文　絵  とうごう　なりさ／作　上田　恵介／監修

 和田　俊憲／著熱海　康太／著

なりたいわたし 雨の日が好きな人

村上　しいこ／作　北澤　平祐／絵

ぞうさんのおてがみ はばたけ！バンのおにいちゃん

【ないよう】
わたしは、学童クラブ・くれよんに通っている千愛（ち
なる）。くれよんではいつも、愛空（あいら）ちゃん、
風翔（ふうか）ちゃん、麻央（まお）ちゃんといっしょ
にいるけれど、３年生になってから、みんなとうまくや
れていない気がする。みんなが変（か）わっちゃったの
かな？それとも、わたしが変わらなきゃいけないのかな
…？

【ないよう】
小学６年生の七海（ななみ）は、おかあさんが再婚（さ
いこん）し、新しいおとうさんと新しいおねえちゃんが
できた。でも、生まれつき障（しょう）がいがあって
ずっと入院しているおねえちゃんには会わせてもらえ
ず、おかあさんたちからは放っておかれるように。おか
あさんを取られたようでいらだつ七海は、友達（ともだ
ち）にひどいことを言ってしまい…。

ひかりのくに  E ／ソ 出版ワークス

【ないよう】
いまから２７億（おく）年前の海の中で、生きものたち
の共生（きょうせい）が始まった。せなかから蜜（み
つ）を出すことでアリに育ててもらうチョウの幼虫（よ
うちゅう）、木の実を鳥に食べてもらうことで種（た
ね）を運んでもらう植物など、共生することで必死
（ひっし）に生き残（のこ）ろうとする生きものたちの
すがたを、イラストでわかりやすく紹介（しょうかい）
する。

K ／468

１０歳から読める・わかるいちばんやさしい刑法

 東京書店 K ／326

こどもモヤモヤ解決ＢＯＯＫ

えほんの杜 K ／159

【ないよう】
すぐに泣（な）いてしまう。断（ことわ）るのが苦手
（にがて）。いじめを受けている…。こどもにとってよ
くある悩（なや）みを５３個（こ）とりあげ、悩みを解
決（かいけつ）する考え方・作戦（さくせん）を１個に
つき３つ紹介（しょうかい）。動物たちの写真に癒（い
や）されながら、考え方・作戦を選（えら）んで、実際
（じっさい）にやってみよう。

【ないよう】
森のクマさんが多くの人たちをおそってしまったようで
す。このあとクマさんはどうなるのでしょうか？わたし
たちの社会を守るために犯罪（はんざい）と刑罰（けい
ばつ）を決めた法律（ほうりつ）、刑法（けいほう）を
とことんやさしく解説（かいせつ）。罪（つみ）のイ
メージを伝（つた）えるイラストもたくさんのっていま
す。

国土社 K ／711

【ないよう】
図画工作はじゆうです。手のうごくまま、きもちのおも
むくままに、世界にひとつしかない、じぶんだけの作品
をつくりましょう。バランスをとりながら、ゆっくりゆ
らゆらゆれる「モビール」。つるし方やかざりがかわる
と、ゆれ方もかわります。かざってたのしめる、いろい
ろなモビールのつくり方を紹介（しょうかい）します。

ふしぎがいっぱい！生きものたちの共生 図画工作ｄｅたのしい作品づくり　モビール 

しおうら　しんたろう／作　絵



     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 ■

ペネロペひとりでふくをきる
アン  グットマン／ぶん　ゲオルグ  ハレンスレーベン／え　ひがし  かずこ／やく

 岩崎書店
０～５さい向け

■ よみもの ■

鹿の王 １
上橋　菜穂子／作　ＨＡＣＣＡＮ／絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
高学年から

■ じつよう ■

超リアル恐竜サバイバル図鑑
 小林　快次／監修

Ｇ．Ｂ．
中学年から

１２月のこんな本（テーマ：クリスマス）

えほん よみもの

こ

ん

な

本

が

読

め

る

よ

！

「 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。

≪年末年始のおやすみのおしらせ≫

２０２２年１２月２９日（木）から２０２３年１月３日（火）は

和泉市内すべてのとしょかんがおやすみです。

※年末年始のあいだ、にじのとしょかんの返却ポストは利用できません。

クリスマスべんとう
木坂 涼／文

いりやま さとし／絵

教育画劇

E ／ク

0～５さい向け

メリークリスマス
Ｒ．Ｂ．ウィルソン／文

市川 里美／画

さくま ゆみこ／訳

BL出版

K386

低学年から


