
ひにち ばしょ

１（日） 集会室１・２

７（土） 集会室１・２

１４（土） ミーティングルーム

１４（土） 集会室１・２

１５（日） ミーティングルーム

集会室１・２

ミーティングルーム

２３（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

７（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１２（木） おはなし室

１４（土） おはなし室

１４（土） 地下１F多目的室

２１（土） おはなし室

２２（日） おはなし室

２５（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２８（土） 地下１Ｆリハーサル室

外国語のおはなし会 「多言語のよみきかせ」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「お正月」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「ヘンゼルとグレーテル」

おはなし会

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「クリスマス」

１４：３０－１６：００

ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ ちいさなおはなし会

１１：００－１１：３０

じかん

「クリスマス」

１４：００－１４：３０

ないよう

人形劇「ヘンゼルとグレーテル」

「おはなし会」「工作」

「クリスマス」

１３：３０－１５：００ クリスマスおたのしみ会

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会

じかん

おりがみ教室１０：３０－１２：００

みんなでシネマ 「ゴースト・バスターズ」

ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００

１３：３０－映画終了まで

２１（土）

こども手づくり教室 「おしょうがつ」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「クリスマス」

「Xmasファンタジー」こども工作教室１０：３０－１２：００

こどもまつり

１１：００－１１：３０ 読み聞かせたい（隊） 「クリスマス」

「くるくる飛行塔」１４：００－１６：００ クリスマス工作

「クリスマス」

「クリスマス」

おやすみカレンダー
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22 23 24 25 26 27 28

にじ
なんぶ

にじ

29 30 31

休 休 休



ひにち

１（日） １４：３０－ １４：４５

５（木） １１：００－

２０（金） １１：００－

ひにち

１４（土）

１５（日）

ひにち

８（日）

たいしょう

えほんのひ
０才から

「どんぐりサンタのクリスマスリース」①１１：００－１１：３０

１１：００－１１：３０

１１：００－１１：３０

おはなし会 「五味　太郎」

おやまのがっこう こうさく・おりがみ「２０２０カレンダー」

②１４：００－１５：００ 各１０名　申込み要

           ▼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。

 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）

　　　　　　　　　　　　　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。

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

２２（日） 冬の工作

０才から

絵本とおはなしの時間 小学生以上の人

じかん ぎょうじのなまえ

　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

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

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

７（土） おはなし会

どなたでもごさんかいただけます。

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

すくすくタイム
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本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

姉崎  一馬／写真　姉崎　エミリー／文 アリス館 低学年から Ｋ６５３

将棋の駒はなぜ歩が金になるの？
高野　秀行／著 少年写真新聞社 中学年から Ｋ７９６

きほんの木

風を切って走りたい！ 
高橋　うらら／著 金の星社 高学年から

くもん出版 中学年から Ｋ０３１

Ｋ５３６

Ｋ３２７

高橋書店 中学年から Ｋ４８１

ちがいがわかるいきもの図鑑
成島  悦雄／監修

　 あたらしくはいったほん・じつよう

弁護士・検察官・裁判官の一日
WILLこども知育研究所／編著 保育社

こどもかいぎ
北村  裕花／作  絵 フレーベル館

古墳のなぞがわかる本
河野  正訓／監修 岩崎書店 高学年から

高学年から

３～５さい

Ｋ２１０

日本と世界のランキング大事典
ワード／編　第一生命経済研究所／監修

グリドングリドン
宮西　達也／作　絵 ひかりのくに ３～５さい

おやさいしろくま
柴田  ケイコ／作  絵 ＰＨＰ研究所 ３～５さい

おつきさまひとつずつ
長野  ヒデ子／作 童心社 ３～５さい

まめざらちゃん
あさの  ますみ／文 よしむら  めぐ／絵 白泉社 ０～５さい

ねこおどる
広瀬  克也／作 絵本館 ０～５さい

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ
荒井  良二／著 ＮＨＫ出版 ０～５さい

あたらしくはいったえほん
うんどうかいセブン

もとした　いづみ／作 ふくだ　いわお／絵 世界文化社 ０～５さい



Ｋ９１３カシ

クレンショーがあらわれて
キャサリン　アップルゲイト／作 フレーベル館 高学年から Ｋ９３３ア

湖の国
柏葉　幸子／作 講談社 高学年から

Ｋ９１３サイ

にじ姫さまのいるところ
上山  和音／著 保育社 高学年から Ｋ９１３ウエ

モノクロームの不思議
斉藤　洋／作 静山社 中学年から

Ｋ９１３アラ

だれもしらない図書館のひみつ
北川　チハル／作 汐文社 中学年から Ｋ９１３キタ

  あたらしくはいったよみもの
ねこの町のホテル　プチモンド

小手鞠  るい／作 講談社 低学年から

めっちゃ好きやねん
新井  けいこ／作  文研出版 中学年から

Ｋ９１３コテ

ホカリさんとあきのてがみ
はせがわ　さとみ／作 文溪堂 低学年から Ｋ９１３ハセ

今月のまめちしき

≪年末年始のおやすみのおしらせ≫

２０１９年１２月２９日（日）から２０２０年１月３日（金）は

和泉市内すべてのとしょかんがおやすみです。

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「いぬいいこねここねこ」

黒田 征太郎／絵 文 今人舎 726.6

いぬとねこが いっぱい。おはなしのあと、せりふをかんがえるページ、えのつづきをかこうページ。

コピーしてなんどもつかってね！アメリカむらのビルに とりにんげんをかかれた くろださん。いぬ

いいこ～とつぶやきながらスキキライをらくがきしてねっていうメッセージ。

冬至は、一年でいちばん昼がみじかく、夜がながい日です。中国では、この日から新年が

始まり、先祖（せんぞ）をまつる風習（ふうしゅう）があります。冬至の日は、ゆず湯（ゆ）に入ると

かぜをひかないといわれています。これは冬至をすぎると寒さがきびしくなるので、

元気に冬を乗りこえられるように、とのねがいがこめられています。

参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」

「冬至ってなあに？」
とうじ

今年は１２月２２日（日）


