
ひにち ばしょ

５（土） 集会室１・２

６（日） 集会室１・２

１９（土） ミーティングルーム

２０（日） ミーティングルーム

２６（土） 集会室１・２

２８（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

５（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１０（木） おはなし室

１２（土） おはなし室

１９（土） おはなし室

２３（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２６（土） 地下１Ｆリハーサル室

ないよう

「メン・イン・ブラック2」

えいごのおはなし会

こども工作教室

じかん

おうたのひ１４：３０－１５：００

こどもまつり 「かに子ちゃんとさるどん」

ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００

１３：３０－映画終了まで

テーマ：おんがく会

１３：３０－１４：００ 「ハロウィン」

１０：３０－１２：００

みんなでシネマ

１１：００－１１：３０ ちいさなおはなし会 「おばけ」

「たぬきのデンデン太鼓」

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ 読み聞かせ（隊）

「ハロウィン」こども手づくり教室１４：３０－１６：００

１０：３０－１２：００ おりがみ教室

※おりがみ教室はお休みです。

「こま」

「うんどうかい」

１１：００－１１：３０ おはなし会 「あきのおはなし①」

「おばけ」１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

「未定」１５：００－１６：００ こどもまつり
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ひにち

３（木） １１：００－

１８（金） １１：００－

ひにち

1２（土）

２０（日）

ひにち

１３（日）

２６（土）

５（土） おはなし会

たいしょうじかん

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう こうさく「まほうつかいにへんしん！」

赤ちゃん～３才くらい

ぎょうじのなまえ

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１０：３０－１０：５０

           ▼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

えほんのひ ０才から

１１：００－１１：３０ おはなし会 「日本のむかしばなし」

えほんのひ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

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

１４：００－１６：００ どなたでもごさんかいただけます。

１４：００－１５：３０ どなたでもごさんかいただけます。ハロウィンおたのしみ会

POPすく～る

 

 

 

 



菅野  豪／監修 メイツ出版 高学年から Ｋ７８９

放課後の文章教室
小手鞠  るい／著 偕成社 高学年から Ｋ８１６

小学生のための勝つ剣道

ごみ育
 滝沢  秀一／著 太田出版 中学年から Ｋ５１８

Ｋ３２０

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 中学年から Ｋ４５７

ヘンなかたちの化石
土屋　健／著　 藤井　康文／絵

Ｋ３０２

地獄の歩き方
田村  正彦／監修 金の星社 中学年から Ｋ１８１

こども六法
山崎　聡一郎／著 　伊藤　ハムスター／絵 弘文堂

じゃない！
チョー  ヒカル／作 フレーベル館

義足と歩む
松島  恵利子／著 汐文社 高学年から

高学年から

３～５さい

おつきさまのともだち
カワチ  レン／作  絵 学研プラス ３～５さい

うれしいおいしいはんぶんこ 
宮野  聡子／作  絵 ＰＨＰ研究所 ３～５さい

いえでをしたてるてるぼうず
にしまき  かやこ／作 こぐま社 ３～５さい

ふみきりかんかんくん
斉藤  洋／作　 武田  美穂／絵  講談社 ０～５さい

きんぎょびじゅつかん
松沢  陽士／写真　 高岡  昌江／文 ほるぷ出版 ０～５さい

きょだいなガチャガチャ 
大橋　慶子／作　絵 教育画劇 ０～５さい

うみへいったちいさなカニカニ
クリス  ホートン／作 　木坂  涼／訳 ＢＬ出版 ０～５さい

 



Ｋ９１３ヤス

シャイローと歩く秋
フィリス レイノルズ ネイラー／著 さくま ゆみこ／訳 あすなろ書房 高学年から Ｋ９３３ネ

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情
椰月　美智子／作 　 小峰書店 高学年から

Ｋ９１３ミト

友だちをやめた二人
今井  福子／作 文研出版 高学年から Ｋ９１３イマ

七不思議神社
緑川　聖司／作 あかね書房 中学年から

Ｋ９１３ナシ

思いはいのり、言葉はつばさ
まはら  三桃／著 アリス館 中学年から Ｋ９１３マハ

ゆるびーくんえんそくにいく
斉藤　洋／さく ほるぷ出版 低学年から

ヤービの深い秋
梨木　香歩／著 福音館書店 中学年から

Ｋ９１３サイ

しゅくだいかけっこ
福田  岩緒／作  絵 ＰＨＰ研究所 低学年から Ｋ９１３フク

  

 
 
「あなあなはてな」  はらぺこめがね／作 
                                アリス館  Ｅア ０～５歳から 

 あなあな、はてな？なんのあな。どうしてあいた？こんなあな。ちくわのあなは、

ながいぼうにきじをつけてやいていくから。パイナップルのあなは、からだのな

かのかたいところをひっこぬいたから。マカロニのあなは、なかまでソースがは

いるように。れんこんのあなは…。いろいろなたべものの、おいしさをつくるあな

のひみつをしょうかいします。 

★図書館スタッフがオススメするほん★    

     関  英雄／作  いもと  ようこ／絵   ひかりのくに  Ｅホ  幼児から   

突然男の子につかまえられたほたるは、かごの中で弱ってしまい、とうとう動けなくなってしまいます。

外に捨てられたほたるに、白いばらの花が涙を落とします。もう動く力もないほたるに、ばらの花は何

を語りかけるのでしょうか。そしてほたるは・・・静かに心に残る絵本です。 

 

  
 十月は、全国の神様が出雲（いずも）（今の島根県）に出かけてしまうため、   神のない月＝「神無月」といいます。   いっぽう、神様たちが集まる出雲では「神在月（かみありづき）」とよばれます。                             
                              参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」 


