
ひにち ばしょ

２（土） 集会室１・２

３(日・祝) 集会室１・２

９（土） ミーティングルーム

１６（土） ミーティングルーム

１７（日） ミーティングルーム

２３(土・祝) 集会室１・２

２５（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

２（土） ４Ｆ学習室５ＡＢ

９（土） おはなし室

９（土） 地下１Ｆ多目的室

１４（木） おはなし室

１６（土） おはなし室

２３(土・祝) 地下１Ｆリハーサル室

２７（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

忍たま乱太郎の宇宙大冒険

ｗｉｔｈコズミックフロント

☆ＮＥＸＴ 月の段

１４：００－（２５分） 子どものための映画会

１１：００－１１：３０

「あきのおはなし②」おはなし会１１：００－１１：３０

おうたのひ

１１：００－１１：３０ 読み聞かせ（隊） 「未定」

１３：３０－１４：００

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「いぬ・ねこ」

「長ぐつをはいたネコ」

テーマ：あき

「びっくりカメラ」

「クリスマス」

１０：３０－１２：００ こども工作教室

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

１３：３０－映画終了まで

えいごのおはなし会

おりがみ教室 「いぬ・ねこ」

みんなでシネマ

１４：３０－１５：００

１０：３０－１２：００

「未定」

「いただきます」ちいさなおはなし会

１５：００－１６：００ こどもまつり
人形劇

「赤ずきんちゃん」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「クリスマス」

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 「赤ずきんちゃん」
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ひにち

７（木）

１５（金）

ひにち

９（土）

１７（日）

ひにち

１０（日）

１６（土）

 １０時～１２時
        ・いずみ（第１・第３金曜日）

  ・プラザ（第２金曜日）
  ・ほくぶ（第４金曜日）

１１：００－１１：３０ おはなし会

０才から

小学校　高学年・中学生

えほんのひ

１４：３０－１５：００

１１：００－

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

「中川　李枝子」

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

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１4：００－１6：0０ どなたでもごさんかいただけます。

１４：００－１５：００
つくってあそぼう、

いとでんわ。

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ほくぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９０－７５１２
ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９２－３８１１

２（土）

どなたでもごさんかいただけます。

１０：３０－１０：５０
おはなし会

POPすく～る

赤ちゃん～３才くらい

小学校　低学年

           ▼みんなでまもろう！としょかんのルール▼
 
      ①あぶないから、はしらないでね。
      ②大きなこえで、はなさないようにしよう。
      ③たべものは、たべないでね。
      ④本は、みんなのものだからだいじによもうね。
      ⑤へんきゃくきげんはまもろうね。

１１：００－ 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

１０（日）

１１：００－１１：３０
おはなし会

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう 「わなげ」

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

すくすくタイム

赤ちゃんとご家族のための図書館開放時間です。

１１時から１５分間のミニおはなし会もあります。

普段、お子さまの泣き声などが気になって行けない…

というかたもぜひ、おこしください。



くだものたちのないしょだよ
はせがわ  かこ／作 ＷＡＶＥ出版 ０～５さい

おもちゃになりたいにんじん
岩神  愛／作  絵 岩崎書店 ０～５さい

はしれ！おべんとう
片平  直樹／作 市原  淳／絵 教育画劇 ０～５さい

でんぐりごろりん
ふくだ  じゅんこ／〔作〕 大日本図書 ０～５さい

どっち？
まつおか  たつひで／さく ハッピーオウル社 ３～５さい

おろろんおろろん
石黒  亜矢子／〔作〕 偕成社 ３～５さい

３～５さい

ぽっとんころころどんぐり
いわさ  ゆうこ／さく 童心社 ３～５さい

民主主義は誰のもの？
プランテルグループ／文 宇野 和美／訳 あかね書房

みんなありがとう
サトシン／作 北村  裕花／絵 神宮館

ミイラ学
タマラ バウワー／著 絵 こどもくらぶ／訳 編 今人舎 中学年から

高学年から

Ｋ２４２

キャラ絵で学ぶ！仏教図鑑
山折  哲雄／監修　小松事務所／文 すばる舎 高学年から Ｋ１８０

Ｋ３１１

岩崎書店 中学年から Ｋ４９３

ずっとずっと、ともだちだよ…　～病院勤務犬・ミカの物語～

若月  としこ／著

よくわかるＶＲ
舘  暲／監修 ＰＨＰ研究所 中学年から Ｋ５４８

頭がよくなるあやとり大百科

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

加藤　俊徳／医学監修 西東社 低学年から Ｋ７９８

小学生のためのショートショート教室
高井  信／著 小鳥遊書房 中学年から Ｋ９０１



おうちずきん
こがしわ  かおり／作 文研出版 低学年から

ぽかりの木
こうだ  ゆうこ／作 学研プラス 中学年から

Ｋ９１３コカ

すみれちゃん、おはよう！
ばん  ひろこ／作 新日本出版社 低学年から Ｋ９１３ハン

２１世紀のフランクリン
メアリー ポープ オズボーン／著 食野　雅子／訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 中学年から

Ｋ９１３コウ

青いあいつがやってきた！？
松井  ラフ／作 文研出版 中学年から Ｋ９１３マツ

もえぎ草子
久保田  香里／作 くもん出版 高学年から

Ｋ９３３オ

イーム・ノームと森の仲間たち
岩田  道夫／著 未知谷 高学年から Ｋ９１３イワ

Ｋ９１３クホ

きつねの時間
蓼内  明子／作 フレーベル館 高学年から Ｋ９１３タテ

「スパイスれっしゃでミンナデタベルモン」 ｕｗａｂａｍｉ／作

ひさかたチャイルド Ｅス ３～５歳から

おもしろそうなことがだいすきなボンとハレトモ。あるひ、カレーこのしょうたいをしろうと、

スパイスやにいくことに。スパイスのやまをのぞきこんだとたん、おおきなくしゃみと

どうじに、ふわっとからだがういて・・・。ごきげんなふたりのぼうけんがはじまる！

スパイス図鑑（ずかん）つき。

「あめといっしょに」 田仲 由佳／作

アリス館 Ｅア ３歳から

あめがふってきました。るうちゃんは、ことりといっしょにあまやどり。はやくあめがや

んで、あそべるように、るうちゃんはハンカチでてるてるぼうずをつくりました。さっそ

くかざったけど、あめはちっともやみません。そこにりすがやってきたので、るうちゃ

んは「あめはどうしたらやむのかな」とききました。すると、りすは・・・。

「勤労感謝の日」は、働（はたら）くことの大切（たいせつ）さをしり、生産（せいさん）をいわい、

働いている人に感謝（かんしゃ）をする日です。古くからの農作物（のうさくぶつ）の実（みの）り

に感謝する思いが、うけつがれています。

参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」


