
ひにち ばしょ

１（土） 集会室１・２

２（日） 集会室１・２

８（土） ミーティングルーム

集会室１・２

ミーティングルーム

２２（土） ミーティングルーム

２４（月・振） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

１（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

８（土） おはなし室

１３（木） おはなし室

１５（土） おはなし室

１６（日） おはなし室

２２（土） リハーサル室

２６（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「おしょうがつ」

「おしょうがつ」こども手づくり教室１４：３０－１６：００

①13：30～14：20

②14：30～15：20

「ゆきあそび」

「ゆき」

１４：００－１４：３０ 外国語読み聞かせ 「未定」

おはなし会

読み聞かせたい（隊）

１１：００－１１：３０

ないよう

「スノーマン１・２」

テーマ「クリスマス」

「こねこのチョコレート」

１４：３０－１５：００ おうたのひ

１４：３０－１５：００ おはなしのひ

じかん

おりがみ教室

１０：３０－１２：００

こどもまつり 人形劇「赤ずきんちゃん」

ぎょうじのなまえ

こども工作教室

１６（日）

弥生時代へ

タイムスリップ

粘土で勾玉を作ろう！

集会室１

各15名ずつ

途中入場不可

申込必須

１０：３０－１２：００

１５（土）

１３：３０－１４：２０

１５：００－１６：００

「サンタクロース」

X'masファンタジー

みんなでシネマ上映会

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「赤ずきんちゃん」

「クリスマス」ちいさなおはなしかい１１：００－１１：３０

「サンタクロース」１０：３０－１２：００ おりがみ教室

１１：００－１１：３０
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ひにち

２（日）

６（木） １１：００－

２１（金） １１：００－

ひにち

８（土）

１６（日）

ひにち

９（日）

２３（日・祝）

①１１：００－１１：３０

冬の工作 「ゆきだるまのスノードーム」
②１４：３０－１５：００

           ▼みんなでまもろう！としょかんのルール▼
 
      
      
      
      
      

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

０才から

絵本とおはなしの時間 小学生以上１４：３０－１５：００

えほんのひ

えほんのひ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

０才から

１１：００－１１：３０ おはなし会 「クリスマス」

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう 「あつあつおでんはいかが？」

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

１（土） おはなし会

どなたでもごさんかいただけます。

ホームページ：http://www.library.izumi.osaka.jp

１０：３０－１０：５０ 赤ちゃん～３才くらい

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１４：００－１６：００ POPすく～る

 

 

 

 



どんぐりクリスマス
おおきた　れいこ／著　みやづ　かなえ／写真 かもがわ出版 中学年から Ｋ７５０

楽しいオーケストラ図鑑
東京フィルハーモニー交響楽団／監修 小学館 中学年から Ｋ７６４

この町工場から世界へ
『この町工場から世界へ』編集室／編 理論社 高学年から Ｋ５０９

Ｋ４５７

永岡書店 中学年から Ｋ５０７

プラレールでんしゃ大図鑑

Ｋ２９７

世界とつながるみんなの宗教ずかん
中村　圭志／監修 ほるぷ出版 高学年から Ｋ１６０

ああ、愛しき古生物たち
土屋　健／著 笠倉出版社

れいぞうこのおくのおく
うえだ　しげこ／作　絵 教育画劇

ふしぎな北極のせかい
山崎　哲秀／著 repicbook 高学年から

低学年から

３～５さい

パウルのスケッチブック
みやざき　ひろかず／作 BL出版 ３～５さい

こすずめとゆき
深山　さくら／文　黒井　健／絵 佼成出版社 ３～５さい

おなじ月をみて
ジミー　リャオ／作　天野　健太郎／訳 ブロンズ新社 ３～５さい

でこぼこぬりぬりなにがでる？
松田　奈那子／作 アリス館 ０～５さい

チキンライスがいく。
はらぺこめがね／作 あかね書房 ０～５さい

おほしさまのちいさなおうち
渡辺　鉄太／文　加藤　チャコ／絵 瑞雲舎 ０～５さい

おふろにジャブン１、２、３！
ももろ／著 小学館 ０～５さい

 



Ｋ９１３クホ

右手にミミズク
蓼内　明子／作 フレーベル館 高学年から Ｋ９１３タテ

天からの神火
久保田　香里／作 文研出版 高学年から

Ｋ９１３ホリ

ジャンプ！ジャンプ！ジャンプ！
イノウエ　ミホコ／作 ポプラ社 高学年から Ｋ９１３イノ

わんこのハッピーごはん研究会！
堀　直子／作 あかね書房 中学年から

Ｋ９１３オカ

あさって町のフミオくん
昼田　弥子／作 ブロンズ新社 中学年から Ｋ９１３ヒル

ねこの町の本屋さん
小手鞠　るい／作 講談社 低学年から

アチチの小鬼
岡田　淳／作 偕成社 中学年から

Ｋ９１３コテ

クルルちゃんとコロロちゃん
松本　聰美／作 出版ワークス 低学年から Ｋ９１３マツ

 
 

 
   

 
 

 

 「テトと親友」  
        たに さやか／文  やざわ さわこ／絵   文芸社  K９１６タニ  

生まれた時から、目が見えないテト。親友（しんゆう）はどんな姿（すがた）をしているのだろう。 

お月さまにおねがいをして、親友の姿をはじめて目にしたテトだが・・・。 

人は見かけではなく目に見えるものだけがすべてではない、というメッセージがこめられた本。 

読み終わると、やさしい気持ちになれます。 

    
  

  

 

冬に、大陸（たいりく）からながれでる寒気(かんき)によって、 

広いはんいで気温（きおん）が急激（きゅうげき）に低下（ていか）する現象（げんしょう）です。 

日本では、シベリアの寒気が北よりの風となっておしよせます。 

                             参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」 


