
ひにち ばしょ

４（土） 集会室１・２

５（日） 集会室１・２

１１（土） ミーティングルーム

１８（土） ミーティングルーム

１９（日） ミーティングルーム

２５（土） 集会室１・２

２７（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

３Ｆ学習室１ＡＢ

５（日）

９（木） おはなし室

おはなし室

地下１Ｆ多目的室

１８（土） おはなし室

２２（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２５（土） 地下１Ｆリハーサル室

１１（土）

しんねんこどもかるた会 おはなし室

１４：００－（２０分） 子どものための映画会

４（土）

１４：００－

１１：００－１１：３０

「ゆき」読み聞かせたい（隊）１１：００－１１：３０

「せつぶん」

「ゆきあそび」

こども手づくり教室

ちいさなおはなし会

１４：３０－１６：００

「ふゆのおはなし①」

先着１５名

小学生以下のお子様

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

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 「ねずみ」

「めいたんていラスカル

きえたおはなしのなぞなぞ」

１１：００－１１：３０ おはなし会

みんなでシネマ

１４：３０－１５：００

１０：３０－１２：００

「スノーマン」

おうたのひ

１３：３０－１４：００

「シュレック３」

テーマ：ふゆ

「コマを作ってまわそう！」

「せつぶん」

１０：３０－１２：００ こども工作教室

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 「おしょうがつ」

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 「ねずみ」
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ひにち

９（木） １１：００－

１７（金） １１：００－

ひにち

５（日） １０：００－

１１（土）

１９（日）

ひにち

２２（日）

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。

おはなし会

ＰＯＰすく～る

赤ちゃん～３才くらい

           ▼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。

０才から

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

 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）

えほんのひ
０才から

ないよう

「絵馬（えま）をかざろう」

「せつぶん　かわりえ」おやまのがっこう

１１：００－１１：３０ おはなし会

お正月の行事

じかん ぎょうじのなまえ

１１：００－１１：３０

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

「まつたに　みよこ」

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

４（土）

１０：３０－１０：５０

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。



おうさまのこどもたち
 三浦  太郎／〔作〕 偕成社 ０～５さい

みーんなねちゃった？
オードレイ  プシエ／作 ふしみ  みさを／訳 ＢＬ出版 ０～５さい

こねこのルップりんごだいすき
ももろ／さく 小学館 ０～５さい

とおくにいるからだよ
くりはら　たかし／作　絵 教育画劇 ３～５さい

リュックをしょって
村上  康成／作 絵本塾出版 ０～５さい

３～５さい

宮川  ひろ／作 ましま  せつこ／絵 童心社 ３～５さい

ないしょのオリンピック
もとした　いづみ／ぶん やまぐち　かおり／え ほるぷ出版 ３～５さい

「へてかへねかめ」おふろでね

お札に描かれる偉人たち
楠木  誠一郎／著 講談社

みんなのおすし
はらぺこめがね／作 ポプラ社

身近な出来事でわかるはじめての論語
青山  由紀／監修 岩崎書店 高学年から

高学年から

Ｋ１２３

博学王
ＤＫ社／編集 集英社 中学年から Ｋ０３３

高学年から Ｋ４６１

Ｋ２８１

メイツ出版 中学年から Ｋ３１７

図解でわかる！１０歳からの「府省」のしくみ
「子どもと社会」研究会／著

食品ロスの大研究

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

井出  留美／監修 ＰＨＰ研究所 中学年から Ｋ６１１

とべる！なわとび
藤子  Ｆ  不二雄／キャラクター原作 戸田  克／指導 小学館 低学年から Ｋ７８１

命のものさし
今西  乃子／著 合同出版



きみひろくん
いとう  みく／作 くもん出版 低学年から

キセキのスパゲッティー
山本  省三／作 フレーベル館 中学年から

Ｋ９１３イト

チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！
ばん  ひろこ／作 新日本出版社 低学年から Ｋ９１３ハン

金魚ははらぺこっ！！
Ｈ．Ｍ．ボウマン／作　渋谷　弘子／訳 文研出版 中学年から

Ｋ９１３ヤマ

希望の図書館
リサ　クライン　ランサム／作　松浦　直美／訳 ポプラ社 中学年から Ｋ９３３ク

Ｋ９３３ホ

またね、かならず
草野　たき／作 岩崎書店 高学年から Ｋ９１３クサ

Ｋ９１３ナカ

この海を越えれば、わたしは
ローレン  ウォーク／作　中井　はるの／訳 さ・え・ら書房 高学年から Ｋ９３３ウ

中澤  晶子／著 国土社 高学年から

その声は、長い旅をした

「やまねこのこんにちは」 はせがわ さとみ／作

あかね書房 Ｋ ９１３ ハセ 低学年から

もりのおくのちいさないえに、やまねこがひっこしてきました。ごきんじょへあいさつ

にいくと、うわさばなしがきこえてきます。みんなは、あたらしくやってきたともだちが、

こうだったらいいな、ああだったらいいなと、おもいえがいているのです。みんなのき

もちにこたえられるよう、がんばるやまねこですが、すてきにあいさつできるでしょうか？

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「ちっちゃなかいぞくいまなんにん？」
マイク ブラウンロウ／さく サイモン リカティー／え ふじしま けいこ／やく Ｅチ 潮出版社 ０～５さいから

ぼうけんに出かけるのは、１０にんのちっちゃなかいぞくたち。たつまきやかいぶつにおそわれて、ひと

り、またひとりいなくなっていきます。かいぞくたちはぶじたからさがしをおえることができるでしょうか？

ひきざんをたのしくまなべるえほんです。

年が明けてから初めての日の出は縁起（えんぎ）がいいもの。その初日の出（はつひので）が

出る直前（ちょくぜん）の空を「初茜（はつあかね）」といいます。茜は茜色のことでこれは

オレンジに近い赤色です。どちらも早朝（そうちょう）にしか見られませんが、新しい年を

知らせてくれる景色（けしき）です。

参考：「はじめてふれる日本の二十四節気・七十二候 四」


