
ひにち ばしょ

2（土） 集会室１・２

９（土） ミーティングルーム

集会室１・２

ミーティングルーム

２３（土） ミーティングルーム

２５（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

２（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

９（土） おはなし室

１６（土） おはなし室

２３（土） リハーサル室

２７（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

「おたふく・おに」１０：３０－１２：００ おりがみ教室

１１：００－１１：３０

「まだまだ」おはなし会１１：００－１１：３０

１５：００－１６：００

「玉乗りピエロ」

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
１６（土）

ないよう

「おひなさま」

テーマ：さむい日

「だいふくもち」

１４：３０－１５：００ おうたのひ

１４：３０－１５：００ おはなしのひ

じかん

こども工作教室

こどもまつり 人形劇「ねずみのすもう」

ぎょうじのなまえ

１０：３０－１２：００

「ひなまつり」こども手づくり教室１４：３０－１６：００

人形劇「ねずみのすもう」

「お菓子」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「おひなまつり」

こどもまつり

読み聞かせたい（隊）

１５：００－１６：００
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ひにち

７（木） １１：００－

１５（金） １１：００－

ひにち

９（土）

１７（日）

ひにち

１０（日）

１０（日）

１１：００ー１１：３０

おはなし会
１４：３０ー１５：００

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

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

２（土） おはなし会

１１：００－１１：３０ おはなし会 「どうぶつ」

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう こうさく「おしゃれスタイリスト」

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

小学校高学年・中学生

えほんのひ ０才から

小学校低学年の人

えほんのひ ０才から

           ▼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

 

 

 

 



こぐまのアーリーとあかいぼうし
わだ　あい／作 BL出版 ０～５さい

カレンダーでんしゃがやってくる！
丸山　誠司／作 交通新聞社 ０～５さい

はじめてのほんやさん
よしだ　るみ／文　絵 DINO　BOX ０～５さい

ながぐつをはいたネコ
グザビエ　ドゥヌ／作 小学館 ０～５さい

てんごくにとどくケーキ
ちゅあのりこ／さく　え 三恵社 ３～５さい

さるのてぶくろ
花岡　大学／作　野村　たかあき／絵 鈴木出版 ３～５さい

３～５さい

みずとはなんじゃ？
かこ　さとし／作　鈴木　まもる／絵 小峰書店 ３～５さい

ぼくらの災害サバイバルBOOK
国崎　信江／監修　主婦の友社／編 主婦の友社

やまもりラーメン
赤川　明／〔作〕 文研出版

スウェーデンの変身する家具
深井　せつ子／文　絵 ほるぷ出版 中学年から

中学年から

Ｋ０５１

小学生のためのタイピングスタディブック
学研プラス／編 学研プラス 中学年から Ｋ００７

Ｋ３６９

西東社 低学年から Ｋ４８１

ふしぎ！？なんで！？毒生物おもしろ超図鑑
柴田　佳秀／著

おおさかの電車大百科
「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 低学年から Ｋ６８６

ラグビーが教えてくれること
村上　晃一／著 あかね書房 高学年から Ｋ７８３

「感じ」が伝わるふしぎな言葉
佐藤　有紀／著 少年写真新聞社 中学年から Ｋ８１４

 



おねえちゃんって、まいにちはらはら！
いとう　みく／作 岩崎書店 低学年から

君型迷宮図
久米　絵美里／作 朝日学生新聞社 中学年から

Ｋ９１３イト

ぼくの、ミギ
戸森　しるこ／作 講談社 低学年から Ｋ９１３トモ

転校生は忍者？！
もとした　いずみ／作 佼成出版社 中学年から

Ｋ９１３クメ

スケッチブック
ちば　るりこ／作 学研プラス 中学年から Ｋ９１３チハ

ウパーラは眠る
小森　香折／作 BL出版 高学年から

Ｋ９１３モト

落語ねこ
赤羽　じゅんこ／作 文溪堂 高学年から Ｋ９１３アカ

Ｋ９１３コモ

がんばれ給食委員長
中松　まるは／作 あかね書房 高学年から Ｋ９１３ナカ

  

 
 
「たまねぎとはちみつ」  
 
  瀧羽 麻子／作  今日 マチ子／絵  偕成社  Ｋ９１３タキ 高学年から 
 
人目（ひとめ）をひくような特徴（とくちょう）も、なみはずれた特技（とくぎ）もない。 
学校の成績（せいせき）はちょうど平均（へいきん）くらいで、背（せ）は高くもなく 
低くもなく、太ってもいない。顔もふつう。 
そんな千春（ちはる）が、ふとしたことで修理屋（しゅうりや）のおじさんと出会った。 
それからときどき、学校の帰りにおじさんの店に立ち寄（よ）るうちに、千春の中で 
何かが変わっていって…。 

【ぞうしょてんけんスケジュール】 ※このきかんはおやすみです。 
 

ＴＲＣいずみとしょかん          ２月 ３日（日）～ ２月 ８日（金） 
ＴＲＣシティプラザとしょかん       ２月１０日（日）～ ２月１５日（金） 
   にじのとしょかん           ２月１９日（火）～ ２月２２日（金）  
ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ  ２月２７日（水）～ ３月 １日（金） 

 

  

 

福豆は節分（せつぶん）に使われる大豆（だいず）です。豆まきのあとで、 

「年取り豆（としとりまめ）」として、じぶんの年のかずだけ、またはそれにひとつたしたかず 

だけたべます。これは、一年の無病息災（むびょうそくさい）をいのるしきたりです。                                                 

  


