
ひにち ばしょ

１（土） 集会室１・２

２（日） 集合室１・２

８（土） ミーティングルーム

１５（土） ミーティングルーム

１６（日） ミーティングルーム

２２（土） 集会室１・２

２４（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

１（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

８（土） おはなし室

１３（木） おはなし室

１５（土） おはなし室

２２（土） 地下１Ｆリハーサル室

２６（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２９（土） おはなし室１４：００－１４：３０ むかしあそびをしよう 「あやとり」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「三まいのおふだ」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「おひなまつり」

１１：００－１１：３０ ちいさなおはなし会 「おかし」

１１：００－１１：３０ おはなし会 「ふゆのおはなし②」

１１：００－１１：３０ 読み聞かせたい（隊） 「未定」

９（日） １４：３０－１６：３０

第2回としょかんで

ボードゲーム!

in プラザ

３Ｆ学習室１Ａ 「ボードゲーム」

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 「すいせん」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「発射台つき紙飛行機」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「ひなまつり」

おうたのひ テーマ：さむいね

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「ハグ」

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 人形劇「三まいのおふだ」

１３：３０－映画終了まで みんなでシネマ 「グレイテスト・ショーマン」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「すいせん」

１４：３０－１５：００
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ひにち

６（木）

２１（金）

ひにち

８（土）

１６（日）

ひにち

９（日） １４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る どなたでもごさんかいただけます。

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

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

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

１（土）

１０：３０－１０：５０
おはなし会

赤ちゃん～３才くらい

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１１：００－１１：３０ おはなし会 「さとうわきこ」

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう こうさく「つるしびな」

１１：００－ えほんのひ ０才から

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－ えほんのひ ０才から

９（日）

１１：００－１１：３０
おはなし会

小学校　低学年

１４：３０－１５：００ 小学校　高学年・中学生

           ▼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）

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。



内田　麟太郎／文 北村　裕花／絵 文研出版 ３～５さい

ももちゃん
さとう　めぐみ／作　絵 ＰＨＰ研究所 ３～５さい

１０にんのせんにん
佐々木　マキ／作 フレーベル館 ３～５さい

たまたまたまご

いりやま　さとし／さく 成美堂出版 ０～５さい

おもしろことばえほん
林　木林／作 チャイルド本社 ３～５さい

はじめてのドラえもん
藤子  Ｆ  不二雄／著 小学館 ０～５さい

パンケーキくまのきいくまくん

アリス館 ０～５さい

せがわ  あやか／文 おがわ  ようこ／絵 保育社 ０～５さい

だれでもみんなかんごしさん

おれ、よびだしになる
中川　ひろたか／文 石川　えりこ／絵

わたしたち、海でヘンタイするんです。
鈴木  香里武／著 世界文化社

常識なのに！大人も答えられない都道府県のギモン
村瀬  哲史／著 宝島社 高学年から

中学年から

Ｋ２９１

戦場の秘密図書館
マイク　トムソン／著 文溪堂 高学年から Ｋ０１０

「いただきます」を考える

Ｋ４８１

ほるぷ出版 高学年から Ｋ５９４

かわいいパリのハンドメイド
イルドガルド　ドゥーゾ／著

日本全国特急大百科

生源寺　眞一／著 少年写真新聞社 中学年から Ｋ６１１

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 低学年から Ｋ６８６

オールカラーマンガ作文が上手になる
中村　和弘／監修  ナツメ社 中学年から Ｋ８１６



ウサギのトリン
高畠　じゅん子／作 小峰書店 低学年から

イナバさん！
野見山　響子／作 理論社 中学年から

ぼくたちのだんご山会議
おおぎやなぎ　ちか／作 汐文社 中学年から

魔法のたいこと金の針
茂市　久美子／作 あかね書房 中学年から

湊町の寅吉
藤村  沙希／作 学研プラス 中学年から

図書館からの冒険
岡田　淳／作 偕成社 高学年から Ｋ９１３オカ

Ｋ９１３カト

Ｋ９３３タ

ありのままに生きてます
加藤　英明／著　秦本　幸弥／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 高学年から

ネバームーア
ジェシカ　タウンゼント／著　田辺　千幸／訳 早川書房 高学年から

Ｋ９１３タカ

Ｋ９１３オオ

Ｋ９１３ノミ

Ｋ９１３フシ

Ｋ９１３モイ

焼（や）いたイワシの頭（あたま）をヒイラギの枝（えだ）にさしたもの。節分（せつぶん）のときに

門（もん）や家の軒下（のきした）につるしました。ヒイラギのトゲが鬼（おに）の目（め）をさし、

イワシのにおいで鬼が家の中に入（はい）らないといわれます。

参考：「１２か月の行事のえほん」

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「しんぶんしであそんじゃおう！」
いまい みさ／著 毎日新聞社 Ｋ７５４ 幼児から

身近（みぢか）にある新聞紙（しんぶんし）でかんたんに作れる金魚（きんぎょ）すくい、輪投（わな）げ、

変身（へんしん）ベルト、モグラたたきやちょっと変わったけんだま「じゅうじけんだま」や「こままわし」

など子どもたちが楽しめる大人気のおもちゃのつくり方と遊び方を紹介（しょうかい）します。

【とくべつせいりきかんスケジュール】 ※このきかんはおやすみです。

ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ ２月 ４日（火）～２月 ７日（金）

ＴＲＣいずみとしょかん ２月 ９日（日）～２月１４日（金）

ＴＲＣシティプラザとしょかん ２月１６日（日）～２月２１日（金）

にじのとしょかん ２月２５日（火）～２月２８日（金）

ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ ３月 ４日（水）～３月 ６日（金）


